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読書社会学の課’題＊

1　読書社会学という語義

　東京教育大学教授
平　　　　沢　　　　　薫＊＊

　読書社会学（Sociology　of　Reading）という語は，読書

心理学（Psychology　of　Reading）がすでに耳新しく感

じられないのに対して，ある種の熟しきれない語感をあ

たえるであろう。

　しかし，この語はすでに学問的用語としてWilliam　S・

Grayが1950年版のEncyclopedia　of　Educational　Re－

search（editor，Walters　S．Monr㏄）のなかで，これを

明かにしている。彼は，読書に関する研究部門として，

　（1）読書社会学（Sociology　of　Reading）

　（2）読書の生理学および心理学（Physiology　and

　　Psychology　of　Reading）

　（3）読書指導（Teaching　of　Reading）

の三つをあげて，各部門の研究領域と研究状況を詳細に

のべている。だから，彼の見解を要約すると，（1）読書社

　　　　　　　り会学，（2）読書生理学と読書心理学は，読書に関する基礎

学的な研究部門であり，（3）読書指導はその応用部門であ

ると考えられる。

　そうすると，読書に関する科学的研究としては読書社
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　　●　　●
会学，読書生理学および読書心理学があることになる。

●　　●　　　　　●　　●　　●　　●　　●　　●　　●　　●　　●　　●　　●　　●　　●

しかし，読書に関する科学的研究がこの三っのScience
　　　　■　　　　噌　醒

に尽きるか否かについては問題があるであろう。．（これ

こそ，今後の「日本読書学会」が明かにすべき研究課題

読書社会学の課題

であろう。）いずれにしても，r読書社会学」という研究
　　　　　　　　　　　　　●　　●　　●　　●　　●

部門のあることは否定できないであろう。

2　読書社会学の領域

＊　Problems　of　Sociology　of　Reading

＊＊By　Kaoru　Hirasawa

　　（Tokyo　University　of　Education）

1　・

　　r読書社会学め課題」を明かにするためには，まずこ

　れまでの読書社会学が，どのような研究をおこなってき

　たかという事実を考察することが必要であろう。

　　前にあげたW．S。Grayによると，r読書社会学は，

　主としてMass　Commmicationの手段としての読書の

　価値（Values）と関係（ヌelationships）をとりあつかうび

　特に，社会一般における読書の本質と量，すなわち（1）民

　衆を読書にみちびく動因，傾向および他の諸影響，（2〉読

　書材料（Reading　materials），をつくり，それを普及する

　に役立つ諸機関，（3）出版物の内容，（4）読者の好みや採択・

　（5）大衆の思考や社会過程に及ぼす読書の効果などが研究一

　対象となる。」

　　このような視点から，彼は次のような研究領域をあげ

　ている。

　　（1）歴史的研究によって明かに．された，基礎的な事実

　　（2）歴史上の各時代における読書の諸動因

　　（3）同時代の生活における，読書のさまざまな目的

　　（4）読書の量的な増加

　　（5）各州の間における，読書量の広汎な変動

　　（6）個人の間の読書についての性癖

　　（7）読書材料の性格

　　（8）質的な側面からの読書材料の分類

　　（9）読者が読みたいと思うものに対する，役に立つ資

　　　料の関係
　　口Q）『成人のMaterialsの読みやすさ（読解力）

　　⑳　読書の社会的効果

　　働　読書社会学をよgいりそう発達せしめる諸最階．
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科学（1・1）　・
　、その偉力｝，社会学や教育社会学の研究者の間でも，読

書に関する社会学：的な見解がみられる。わたしは，これ

　までの研究や資料を基礎として，仮設的に次のような領－
　　　　　　　　　　　　　　　●　　●　　●
、械をあげようと思う。

　（エ）読書の客観的条件

　（2）読書の歴象的社会的な基礎．

　（3〉』読者の階層性

・’（4）聖都市社会・村落社会など地域社会と読書との関係

　．’（5）、、読書材料の性格（Reading　materialsの製作・配

　　給・販売を含む）

　（6）読書の社会的効果

　『（7）マス・コミュニケー財ヨンと読書との関係

3　読書の客観的条件

　　読書の成立過程を，一方においては，読書の個人的・

’章観的な側面から考察することもできるが，他方におい

　ては，読書の社会的・客観的な側面から究明することが

・1できる。前者は，読書生理学や読書心理学の主たる方法

　宅あり，・後者は，読書社会学の主たる方法であると，一

　般的にいうことができよう。

　．読書は，一つの社会的な事象であって，その成立と発

　展には，さまざまな客観的条件がみられる。読書の社会

　学的な考察がなりたつのも，上の前提にもとづくのであ

　るo社会科学の他の多くの部門と同じく，読書社会学
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（注1）
』は，社会進化の事実や急務にその起源をもっている。．

　“書くこと”と“読むこと”とが，考えや情報を伝える重

　　　　　　　　　　ウ
　要な手段であることが明かにされることにようて，読書

　社会学に対する基礎が確立せられたと，W．S．Grayは

・参ているが・しかし・この読書社会学の研究は，ごく最

　近に発達したものである。読書が，主として社会の選ば

　れた成員によって行われた間は，読書の社会的な関係や

じ意味よりは，む玩ろ，読書の構造や鷺のごとき事柄に，

　字者の多くの注意がむけられた。1800年いらい，欧米に

・おける読書が急速に増大するとともに，読書が大衆の啓

　・発と社会進歩の手段として，、最大の役割をなすべきであ

　う．として，読書への動因，その社会的効果，および必要

　な段階または適応のごとき事柄について，はっきりした

　問題があらわれてきた。このようにして，社会現象とし

ーての読書が問題にされるようになった。

　ここ30年の間に，出版物り社会的な関係と意味に関

する批判的思索や徹底的研究が，各方面の専門家たちに

よっておこなわれた。最近では，Mass　Communication

め他の手段とむすびついて，読書の研究がすすめられて

いる。これらの事実は，読書社会学に関する諸問題がひ

ろい分脈をもち，読書社会学の研究を急速に進歩させる

ためには，さまざまの分野における専門家の協力を必要

とすることを明かにしている。

4　読書の歴史的社会的な基礎

　　W．S．Grayが指摘しているように，歴史時代を通じ

　て，マス・コミの手段として，読書の歴史（History　of

　reading）をたどる幾つかの試みがなされてきた。読書、

　が民衆にたいしてどういう効果をもたらすか，という研

　究について，D．Waples，B．Berelson，F．R．Bradshaw
　　（注2）

　などが，適切な事実に関する部分的な要約を報告してい

　る。彼らの調査結果と他の研究者のそれとは，いくつか

　の重要な結論を理由づけている。

　　さらにまた，歴史上の各時期における読書への動因が

　異なっている事実が，H．B．Lamportによって明かにさ
　　　（注3）
　れている。ギリシヤ・ローマ時代，中世，宗教改革時代，

　19世紀などにおける読書g動因は，それぞれ異なってい

　る，というのである。同じように，N．B。Smithによっ

　て，アメリカにおける植民地時代，独立時代，1825年頃，

　1885年頃，1910年以後の読書への動因が，それぞれ異

　なっていることが明かにされ七いる。　（Smith，N．B．；

　A卑erican　Reading　Instruction，1934）

　　．この問題は，前に仮設的にあげた

　　　（3）読者の階層性

　　　（4）地域社会と読書との関係

　　　⑤　読書材料o）性格
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（注4プ
　と不可分の関係をもっている。F．J．Brownによれば，

　教育社会学（Educational　S6ciology）にとって，二つの

　重要な問題がある。それは，どんな種類のものを読むか，

　また，そのような読みものはどの程度に人間の行動に影

2一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　2

’

、』

酔

影
き

～

毎

遇・　　、、激〆

“



ゾ詫、

書

Ia

暮

毒

匪

響するか，という二つの質問に対する答である。・．

　第一の質問には，主観的な判断がはいる。というのは，

この質問に答えようとすると，何によって，また誰のた

てた基準にしたがって，読みものを判定するか，という

もう一つの質問が生まれてくるからである。もしその判

断が，C．Cl　Petersが映画について行ったように，習

俗（folkways）や習律（mores）にしたがって行われる

と仮定すると，良書といえば，篤信者の集団の聖書や，

セントジョーンズ大学やシカゴ大学でコア・カリキュラ

ムとして用いられるr良書100冊」や，文芸組合や今月

の図書タラブの選定書や，あるいは売行や，貸出から判

定した最も通俗的な書物だけしかないことになるであろ

う。絶対的な価値の基準は一つもない。そして，ただ一

つの法律上の統制は，映画フィルムの統制と同じく，わ

いせつ，野卑，または不良な読みものを郵便で配布して

はならない，ということだけになる。

　なおまた，W．L．WamerとP。S．Luntが，Yan・
　　　　　　　　　　（注5）
kee　Cityでおこなった研究は，集団の文化がどの程度ま

で，集団成員の書物や新聞g閲読を左右するか，を示す

一例である。WamerとLuntは，図書を11の題目に

分類して，それを次のように説明している。

　①社会的技術一どのようにして正しい基準にした

　　がって生活していくか一未開人が種族の儀式を口

　　頭で教えるのに相当するものが，現代ではこれであ

　　る。

　②　科学と知識

③伝記もの一未開社会の文化的英雄物語に当る。

毬騰厳難の／綴欝憂歳享
2灘釜び探偵，の∫る・

③　運命に反抗する人の闘争＼個人と社会のあつれき
⑨
．

恋愛および家庭　しを描く．社会統制から

毬離繍　甥糠㍊1むし
　そこで，書物の種類と，地域社会の社会組織にある六

つの階層のそれぞれの社会的地位とをくらべてWamer

とLuntは，つぎのように明かにしている5

　民衆の読書習慣は，階層の価値によって大きく支配さ

3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一 3一
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　　　　　　　　　　　　　　　　読書社会学の課題’蝋

れている。人びとは，その階級制度のもとにおける彼ら

の地位や階層にしたがって，いろいろの割合で，’ある噌，，

定の書物や雑誌や新聞を融ある酬皆層に麟パ1

びとは，その階層にふさわしい一定の書物を愛読し1地㍉，

の書物にはあまり興味をもたない。この地域社会でもマ、．

ともよく読まれた書物は，恋愛および家庭を主題どし為、

ものであり課債胤冒険小説が人気におヤ’て第2と，遜

第3位をしめた・運命をきり開いていく人の奮闘を準1

とする書物も人気があり，第4位であった。またド上層

階級や貴族をあつかった小説も・比較的に好まれ第5倖
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・、、　＾
にある。その他の書物は，読書の興昧の上では前記ゐも1

謹歪鷲錨鷺讐鍛膿一，蒲
ト教以外の宗教を信じている人びと，、ヤンキ哺即読　一嚢

書の好みは非常によく似ていた。

　上流階級のうちでも上層の階繊にある人びとは，科学』，

的な書物とか書誌学や歴史関係の書物に，ふつう以上のド

興昧をしめし，また探偵小説や，滑稽としゃれや，神と

国家すなわち愛国心や人類の福祉をあつかった書物に・ゲ、＝嘉隷

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　y！轟ふつう以上の興昧をしめした。上の下の階層にある人び∴．，，ト

とは・、運命をきり開いていく人の奮闘生瀧あつか？ダ［せ一

・書物をふつう以上に好み，また戦争を主題とした書物．

や灘灘驚驚総鍛，や恋愛や・・擁
家庭也戦争むこ関する書物ひこふつう以上の闘bをもち，・p灘

宇の下の階層にある人研とは・恋愛および家庭に関妬・・ゐ

書物につよい好みをしめした。　　　　　　　，　　〆

　下の上の階層にある人びとは，児童ものや滑稽やし懸い 　》

れ本に関心をもち，最下層にある人びとは，児童もりや1

冒険小説および探偵小説や，しゃれや運命をきり開いた

噺后縦驚客縮』趨
2500人について，1最もよく読まれる雑誌五つを，’その順

位にしたがって採録したものがある。その中で，もっと

も重要な資料は，恐らくあらゆる学年を通じて，少年が探，

偵小説をもっとも好み，少女のあいだで映画雑誌が，いっ　　　　　顧

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　夢

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、 炉㌔
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読一書　科　学（1．1）

も首位をしめて動かないという事実である。サターデ．イ・

イヴニング・ポスト紙とリーダーズ・ダイジェストが入
、

　6ているのは，多分それが家庭でひろく読まれているた

めであるう。そして，学校は，児童の雑誌愛読には，何

ら重要な影響をあたえていない，とBrownはみている。

5　読書材料の性格

　上述において，すでに読書材料の性格の一部について

’考察したのであるが，’この問題は，Grayも指摘してい

、るように，読書の量よりは読書の種類や質に，重きをお

くもめである。彼は，新聞と雑誌と書物の三つについて

分析をおこなっている。この問題は，前にみた読書の社

会性や，読者の階層性ともみっせつな関係をもっている。

　’たとえば，漫画についての研究は，これらの関係を明

力・にし七いる。ゾルボウ（H．Zorbaugh）は，r漫画一

その立場」という論文で，流行した漫画の重要性とその

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（注7）
発達忙つい急はっきりとこの事実を明かにしている。

　’夏も終りになって，戦時情報局が児童局や教育局のた

めにr国民進学運動」をおこした時，同局がとりあげた

のは新聞，ラジオ，映画および漫画であった。ここに漫

画，すなわち毎日および日曜の漫画欄や，それに類似し

たものや漫画雑誌は，重要なCommmicationの媒体と

して，また，大きな影響力を伝える重要な機関として，

登場するようになった。

　漫画をよむことについての統計，とくに漫画雑誌を読

むことに関する統計には，驚くべき数字が出ている。ま

た，漫画本がどれくらい読まれているか，どいう統計に

L
も
，

また驚くべきものがある。　、

　一この驚くべき文化現象にたいする反応は，まちまちで

ある。漫画雑誌とそれよりももっと強烈な冒険欄は，は

げしく非難されている。，もっと客観的に，もっと冷静に

考えると，漫画ばほ説や神話やおとぎ話や人形芝居や，

さらには各民族の子守唄のやき直しであることもある。

ZOゆ＆ughが指摘しているように，また漫画は伝説と同

　じく，1、社会的無意識のなかに生まれ，個人とその個人の

属している社会との関係にかんする諸問題が，漫画をと

一一4

おして表現されている。

　漫画が，成人や子供乏ひきつけて離さないのは，漫画

の躰力が人間の感情的な本質に，ふか，く根ざしているか

らである。漫画はまた，伝説やおとぎ話と同じよ うに，

胸のわだかまりを吐き出してしまうようなはたらきをな

すものである。たしかに漫画は，アメリカの文化を代表

する重要な存在となっている。

　漫画が，社会的な力としてもつ勢力はすばらしいもの

である。ラジオの場合と同じように，今日では，漫画を

理解し，それと一緒に生活することを学び，Communi－

cationの媒体として利用すべきことを，人びとに迫って

いる。

　新聞が，どの程度に人間の行動に影響をおよぼすか

を，はっきりと決定することはできない。しかし，戦時

において，新聞はニュースの統制によって，世論を形成

するのに強大なカをもつ機関であった。書物や雑誌はも

ちろん，漫画でさえも，人間の態度を決定するのに重大

な要素であって，時には直接に，またはそれよりもたび

たび，ニュースを曲げたり，書物や雑誌と同じように修

飾することなどによって，間接に態度を決定させる要素

となるのである。

　映画やラジオの場合と同じように，人と新聞との関係

は，個人的にみれば，一方的な過程（one－way　process）

であるが，大きな集団の面からみれば，相互的な過程で

あ為。そうして，映画もラジオも新聞もすべて，社会か

らcontrolされるが，また社会をcontro1するもので

ある。こうして，これら三つのものは，社会機構のなか

で独特の地位におかれている。これらは法律の適用をう

けるが，また法律をくつがえす機関となることもでき

る。これらが社会過程の内部にはたらくと，各国民の間

においても，各民衆の内部においても協同的に作用し，

その社会自体がいっそう緊密に第一次集団　（primary

group）的に，その結合を強めるカとな，り，もし対立的

に作用すると，社会が多くの競争的集団に分解する力と

なるものである。

　この問題は，前に仮設的にあげた領域の（7）マス・コミ

ー　　　　　　　　　　　　　　　　　一一「τ　　　　　4
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ユニケーションと読書との関係につながってくる。

　人間の社会的共同行為の面からみると，次のCommu一
　　　　　　　　　（注8）
nicationの状況がみられる。

　（社会的共同が大）　　　　　私的会話

　　　　　　　　　　　　　討議グループ

　　　　　　　　　　　　　非公式集会

　　　　　　　　　　　　　電　　話

　　　　　　　　　　　　　公式集会

　　　　　　　　　　　　　映一　画

　　　　　　　　　　　　　テレヴィジョン

　　　　　　　　　　　　　ラ　ジオ

　　　　　　　　　　　　　隷豪

　　　　　　　　　　　　　　　　　　中　　　　　　　　　　　　　掲示板
　　　　　　　　　　　　　　　　　　心
　　　　　　　　　　　　　雑　　誌

　（社会的共同が小）　　　　書　　物

　右によってみると，Personal　Comnlunicationの性格

をもてばもつほど，社会的共同は大きくなることがわか

る。最近における社会教育活動として，いわゆるr話し

あい」や「共同学習」や「小集団学習」や「サークル活動」

などが効果をあげているのも，このPersonal　Commu－

nicationを有効適切にすすめている点に，一つの特色が

あるといえよう。r読書会」も，こうした方式の一つであ

る。（集団的読書の必要を示している。）

　6　読書の社会的効果

　読書の社会的効果に関する研究は，Thomdikeその

他が，読書によって得られる諸観念の広がゆと性格とを

測定しはじめた時に，すなわち約40年前に始まってい

る。しかし，人が読書によってinfomationを獲得す

るという事実は，信念や態度や行動が事実それ自身によ

って（ipso　facto）限定される，という保証にはならな．

い。このような変化が起ってきたことを確かめるために

は，Grayがいうように，読書の特殊な効果を測定する

ことが必要である。

　ここ20年の間に，読書の効果を直接にとりあつかう

30以上の科学的研究が報告されている。その中のいくつ

かは，読書の効果測定に含まれる技術的問題に関係をも

5　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

　　　　　　　　　　　　　　　　読書社会学り課題

っている。他のものは，コントロ」ルされた実険によっ

て限定された，読書の特殊な効果をあつかっている。こ・

れらの研究は，一般につぎのことを示している。すなわ

ち，読書は，（1）信念，（2）態度と士気，（3）世論，（4）投票，

および（5）犯罪と反社会的行動，などに影響をおよぼすで

あろう。しかし，これら読書効果のそれぞれの広がりと

性格に影響をおよぼすものとしては，読者の背景，読者

の階層，読者の素地，および，ある意味では，情緒的な

地位と動因などのごとき多くの要因がある。だから，最

後の結論をくだす前に，信念や態度や行動を左右する読

書の効果や，さまざまの要因に焦点をあわせる，よ臓・』

っそうの研究が必要とされるのである。

　　　　　む　　す　　び

　以上究明した諸問題は，おのずから読書社会豪の課題

となるであろう。要するに，（1）読書の歴史的社会的な諸

条件，（2〉社会階層および規準集団（referen¢e　group）と

読者との関係，（3）都市社会，村落社会など，Community

と読書との関係，（4）読書材料の性格，（5）幼児・児童・青年

・成人を一貫する継緯的な読書過程，（6〉読書の社会的効

果，（7）Mass　Commmication，Personal　Communicatioぬ

と読書との関係，などの究明は，特にわが国における読

書社会学の重要な課題であろう。

（註1）Mamheim，Karll　Ideology　and　Utopia，　　　、

　　　Harcourt，　1940

（註2）Waples，D．lBerelson，B．lBradshaw，F。R．；

　　　What　Reading　D叩s　to　People．Univ』of

　　　Chicago　Press，1944．222p．

（註3）Lamport，H．B．l　A　History　of　Teaching　of

　　　Beginning　Reading，1935

・（註4）Brown，F．J．l　Educational　Sociolqgyラ1948・

　　　430p．

（註5）Wamer，W．L．and　Lunt，P．S．；The　Social

　　　life　of　a　Modem　Community，1944． 379p．

（註6）Br・肌F」・3S・ci・1・gy・fChildh・・d・19鍬，

　　　344μ

、（註7〉Zorbaugh，H．1“The　Comics－There　They

　　　S惚nd．”　Journal　of　Educational　Sociology，De・

　　　cember1944．Vol．18，No．8．pp．196－206．

（注8）平沢薫「マス・コミュニケーションと人間形成」

　　　（社会教育，第11巻9月号，1956）

・‘　鱒

構
・ll

縛
㌧嘱

、湾

　構
』1嘆

　噸

　璽

　1一

・厚「畢

、姦

ぐ蕪

掴
　磁
紀二毎

5

㌧浮

7蓬

≒　i“，

熱

，伽寒

！
『
鮎

、蛸

う　

』無

藁

・Lξ1

、誤』・



ガぎ町騨τ。下▼写∫町’∵一可一『5－一　“　ソ　ーレ　　　　 　rダ
暫7』、　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　1

　　　　　　　　　　　　　　　軸
審・‘

緊
　ラ　コ　じ

　唾　　リ　　ル
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　　　　イゴ

　　ヒ　■

　　．虹△、㌧，読書』科学（L　1）

騨▽㍗』 　　　児童読みも

　　・ド、、

、鋸，、』，』！一一　　阪
　・』1欝△「、，

1蹉蹄■目的
　　，廓　、メ読みものが子どもたちに与える影響，とくにかれらの

蒙威脚成に及ぼす影響につレ・で麟勺に分析してみよ

　　、』£う、とやのが・わたくしのいま手を染めている漣の研

．鍬斗 即目的である・ここに報告するのは・現に少年たちの

肇鍛llじ・蜘的となつている1作品を翫それが子どもの

　　㌦，ゲ心を捕えている魅力は何かを分析してみたものである。

　　、、・、ゴこのような作品分析法を用いたのは，読みものの研究に

　　』■

齢』』怨嘆鰻鑑鍛蕪羅箭ゑ舗茨
灘宮攻！てレ、るカ、，わたくし。よその解剖学的な瀟砕こあきた

　　晩づ　・／りないので，あらたに心理力学的な話根分析法を考えて
　　、』・㌧，、

鉱1　この　うまくいくかどうかを試してみるの

、，“㌦漂灘瓢錨斎が問題にな．。、

　　　　　る。これを向上し，健全化する対策の急がさけばれてい

　　　、曳　，
　　　　　るのに対して，ひとつの方向を示唆することを，あわせ

　　じ1』－一て目的とした。素材として山川惣治のr少年ケニヤ」を

、艦ll△遷んだの1為　めである・作　して礼を失する

監
，
驚

・1落点もあろうかと思うが，大乗的な寛容をお願いする。な

窯．F，お編の・部は第・9回日本応恥群会に発表したもの

　　　‘ノ
　　　　　であることをおこどわりしておく。
　’「，蟻～』・』

鶴1㌔儲認少襲ヤ、、劃昭和、6年、，月から約，年

1鐵’引、r・　，．・

　甑．』。声 Asthdy。nJuvenileReading（TheIstre脚rt）
麺㍉＊1＊Bylchir。飴kam。bD

　　　　　　　（Toky6Gakugei　University）

　　、嚇，

のの研究・
＊

（第1報告）

一r少年ケニヤ」についての話根分析の試み一一

東京学芸大学教授
　　本　　　・一 郎＊＊

　間にわたって産業経済新聞に連載された絵物語である。

遂次，単行本として刊行され13巻をもって完結したが，

　この分析をしたころは11巻までしか出ていなかった。各

巻とも14～15万部売れたというから，作者が欄本中の

子どもで私の作品を読まない子はないのじゃないか”と

　いうのもあえて豪語とはいえないかもしれない。

　作者は高等小学校卒業後工員となり，昭和8年，街頭

　紙芝居の絵をかいてr少年タイガー」を発表，ついで

　r黄金バット」があたって紙芝居界の王座についた。・戦

　後r少年王者」r荒野の少年」（集英社）r海のサブー」，

　（講談社）r銀星」rノックアウトQ」（学童社）．r少年ケニ

　ヤ」（産経新聞社）など9種32巻，』計280万部の絵物語

　を世に送っている。なお数誌に連載執筆中で，作家の集

　りr七日会」の重鎮である。［絵物諦乍家の中では，もっ

　とも良心的だと評されている。

　　まず氏の創作態度について氏のことばを聞こう。

　　（1）“子供には面白いものを与えなければならぬ。どん

　　　な立派な，教訓的な，シカツメらしいものでも，読

　　　　　　　　　　　　　　ロ
　　　まれなくては，なんの価値もないことだ。一平和，

　　　正義，友愛といった立派な，正しい心がけを植えつ

　　　けたいと，自分では思っている。一しかし，ひじ

　　　ょうに良心的で美しくても，そのかわりちっとも興

　　　昧がないというのではいけない。”

　　（2）“私は，子供に楽しい夢を与えたいと思い，本能の

　　　おもむくままに書いたわけである。一たとえば，

　　　突然恐しいライオンに襲われた少年が，どうしよう

　　　かと考える1あるいは悪いやつが10人もやってきて『

　　　自分の仲のいい女の子がやられる，’というとき，理

6－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6
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　窟からいうと，13～4の少年が手でライオンを殺し

　たり，土人を10人もすっ飛ばすなんていうことは，

　できるわけがないが，さっとやっつけたら，ずいぶ

　ん気持がいいのじゃないかと思う。だから私は理窟

　　を通りこして，一気に，そのライオンをやっつけて

　　しまう。子供たちは，願望が満たされて，スーッと

　する，rというわけである。”

（3）“しかし殺す場合，残酷なことは避けなければなら

　ない。これは本能的にいやがる。私の作品には，主

　人公や女の子が縛られる場面はほとんどない。”

（4）“刀を抜いてはいけないとか，ピストルを射っては

　　いけない，むやみに人を殺しすぎるという批評には

　かなり教えられる。が，しかし，元来子供は攻撃欲

　　の強いものであり，強い者，正しい者にあこがれ，

　　それが端的に表現されることを望むものである。し

　　たがって，子供の遊びとしても，ピストル遊びや，

　　チャンバラゴッコ自体は，決して悪いことでも，ま

　　た恐るべきことでもない。一自由な子供の本能を

　生かすよう，健全な芽生えをつみとらぬよう，大人

　　は，大きな気持ちで理解してやるべきではないか。”

　次に「少年ケニヤ」のあらすじを紹介しておこう。

“大東亜戦争”の勃発直前，アフリカの英領ケニヤにい

た木綿商人村上大助は，息子のワタルを連れて奥地には

いつていたが，開戦の噂を聞いて，英国人に捕まるのを

恐れ，密林の中に遁走する。．かくて，赤道直下の熱帯地

5175メートルのケニヤ山がそびえる周辺の密林，草原，

湖沼，砂漠などを舞台とするワタル少年の冒険がはじま

る。（1）まもなく父子は離ればなれになつて，たがいに探

し求め，いつもすれちがってしまう。（2）次から次へと猛

獣や怪物に襲われる。（3）土人部落の陰謀や闘争にまきこ

まれる。＠）神秘的な魔境にふみこむ。⑤呪力を帯びた事

物を発見して利用する。（6）超人的な助力者に護られる。

などの事件が，めまぐるしく反復する。最後に首都モン

バサにたどりついたころは，大戦も終り，万事めでたし

めでたしとなる。

　少年ワタルは10歳，神経質な都会ふうの子どもであ

7　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－7

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　も
　　　　　　　　　　　　　　児童物遜ものの研究

る。原始マサイ族の酋長ゼガの危急を救ったのが縁で，

かれに投げ槍の秘技を教わり，最後まで同行する。これ’

に白人少女ケートが加わる。ポラ族に捕われ神様にされ，

ていた低脳と思われる少女で，いつも手足まといになる。1、．

この3人の密林放浪記というわけである。

3話根　　　　　』，　㌧
　物語りは・密林の放浪が始まって・父子が分離するご』

とから，父子が再会して首都に帰着するまで，えんえん、＼1

4000駒あまりの絵と，各駒に付けられた約200字前後り、、

　　　　　　　　　　　　　　　　オ文とで展開していく。だが，そのあいだには，いくつも’

の事件の段落がある。段落とは，全体の物語りの分節を’1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＼
なしながら，またそれ自体でひとつのまとまつたテrマ

で統一された部分である。例えば・この物語りは次のよ　噸、

うな段落に区切られる。

①　密林の放浪の開始，父との分離（43駒）

（2）ゼガ，ダーナ，ナンターなどの助力者の獲得（2餌駒）

（3）ポラ族との闘争，ケートを救出（268駒）

㈲　マサイ族との闘争，ゼガの仇敵の調伏（236駒）

（5）F3人のコンゴー地方への旅（71駒）

③　ベルモ族の恐怖，毒グモ退治（92駒）

（7）ロッコ族との闘争（197駒）　　　　　　　　　　・，

（8）前世紀の地底0世界での冒険（239駒）

（9）地上に出てきた大恐竜を退治（152駒）

（1①’ナチスの原爆研究所の破壊i，父との再会（278駒）

⑳　マサヤ絶壁の混戦，ナチ兵の全滅（240駒）　　　・』

⑬ゾコンガ族との闘争（457駒）．㌧　．』

㈲　ポー族との闘争（164駒）

（⑳　ゴンザ族との闘争，原始ガメ退治（275駒）

㈲　トカゲ族との闘争（282駒）

㈲　マウマウ団の乱（231駒）

⑳　トロ族との闘争（283駒）

⑱　マサイ部落への帰着（163駒）

㈲列車爆発事件，父との再会（9～駒）

⑫①　ケートの誘拐者逮捕（78駒）

ところが，’これらの各段落は，またいくつかの小段落に

わかれ，この小段落はさらにまたいくつかの分節にわか
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　れるq例えば，・ワタルが始めてゼガに会い，昧方になる

　とヤ，・う1段落をとってみると，

，“）病体の老土人（ゼガ）を発見し・水を汲んできてや

　、1る’（5駒）

　（2）ヒョウに襲われゼガの投げ槍で救われる（4駒）

　「（3）秘薬を頼まれて魔境へとりにいく（9駒）

　・（4）大ガマの襲来と脱出（10駒）

　（5）秘薬でゼグが回復し，昧方になる（7駒）

　というように分節される。このようにして，これ以上分

　節されない事件の小単位に区切ったとき，これを話根と
，一

　・よぶのである。

　　話根は，ある事態の描写には現れない。かならず発端

　があり終末があるひとつの事件の描写のばあいにのみ数

　えられる。上例において，病体のゼガが秘薬を取ってき

　てくれと頼み，少年がそれを取？て来てのませること，

　また少年が無援の状態にあるとき，頼もしい助力者を得

　為にいたるζとなどは，いずれも話根とみられるが，こ

　の物語りでは，それがさらに分節されて，（秘薬の要求）

　と（その授与）との間に（障害の克服〉がはさまり，こ

　れはまた（大ガマの襲来）→（脱出）というひとつの話根

　’を形成しているし，この話根はまた（無援の状蒼）と（助

　力者の獲得）との間にも介入して（恩恵の授与）という

　意義を持っている。このように話根を組みあわせて構成

　　した単一な物語りの単位はr基本話型」とよばれるべき

　であろう。

　　ちなみにこのr少年ケニヤ」に，しばしば用いられる

　基本話型は，

「た一①親に離れた子がついに親のもとに戻ること（巡礼型）

　（2）恩恵をほどこした動物が報恩すること（動物報恩型）

　（3）陰謀者の策略から愚民を救うこと（人身御供型）

　　など宅あって，講談趣昧をいでず，すこぶる古めかし
ゲ

　　い。なお1話根の長さは10駒以下であり，話根相互の関

　　係炉必然性にとぼしく，羅列的であるので，どこから読

　』、みはじめてもよい。読むものは・前の部分を記億してい

　　る心要はなく，たいていの事件は10駒のうちに解決して

　　しまう。こうした安易さが，子どもに喜ばれるのであろ

うか。その代りノ1￥学校上級生には，次のような感想を述

べるものがある。

　“はじめは，おもしろいと思ったが，半分ぐらいから

　つまらなくなった。同じことばかりなので，あきてし

　まった。”

　粘おもしろいと思ったが，考えてみると，ばかばかし

　いことが多い。ワタルがあんなに急に強くなるのも変

　だ。事件があまり簡単に片ずいてしまう。ともかくり

　くつにあわないことが多いので，つまらない。”

4　話根の発端
　この物語りの話根は，どのような発端をとっているか

を調べてみる。第1表は，この調査の当時発刊されてい

た第11巻までの統計である。
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　　　　　　潜行を発見される

　　　　　　魔境への踏みこみ

危地への接近　魔境からの脱出

　　　　　　敵地への接近

　　　　　　情勢の悪化

5．4

5．4

2．7　　18．5

2．3

2．7

受難者の要求 8．1

救援の要請 11．7
怪神へのいけにえ 3．6

力の亡失 3．2

安全の喪失
力の取得の必要 5．0

18．4
味方の救出 7．6

助力者から隔離 2．6

　　　　　　　第1表話根の発端

　　これでわかるように，敵から挑みかかられるばあいが

　過半数である。このうち猛獣（鳥や虫をふくむ）が35．6％

　で，『、もっとも多い。密林ものとして当然である。

　　出てくる動物は59種，のべ127回である。主なものを

　挙げると，ライオン，ワニ，ヒョウ，ハイエナ，黒ヒ当

　ウ，サイ，カバ，コプラ，ハゲタカなどのほか，大恐竜

　など12種の前世紀の巨獣も登場する。映画rゴジラ」か

　らヒントを得たのであろう。いずれも誇張された巨大

　さ，ねい猛さをもっており，しかも究然に襲撃してくる

8一　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8
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のである。子どもをおどかす手である。　　　　　　　　　以上を通じてみられるように，話根の発端は，ほとん

　次に多いゐは土人の襲撃である・この統計には敵性の　　どすべてが受動的な動機になっている。もともと情勢の・．

白人をもふくめてある・当時は友邦であったナチスが・　　悪化（大戦の勃発）によって助声者から離脱（父と別離）

ここでは残虐な敵国として扱われ・原子爆弾の秘密工場　　したというのが物語り全体の発端であり，そのあとは，父1

を“地獄の森”にかくしていて，近づくものを殺す。ま　　を探すという究極の目的はたなあげされて，偶然に襲っ

た前掲のように多くの土族どもはみな執拗な挑戦者とな　　てくる敵に応戦するか，知らずに接近した危地から脱出

っている。　　　　　　　　　　　　　　　　　するか，通りすがりの受難者から救援を要請されるか，

　あとはずっと％が低くなるが。“危地への接近”　とし　　あるいは味方の危険を救うか，ともかぐ問題は降ってわ

・てまとめられる発端がある。その1は・敵の挑戦をおそ　　いたよラに発生して，やむをえず降りかかる火の粉は払

れて潜行していたのを発見されたばあいで・どうして脱　　わねばならぬというわけになる。

出するかが間題となる・粘魔境への踏みこみ”　は・底な　　　主人公には，自発的な行動意欲がない。みずから問題

・しの沼や吸血草の原に知らずに踏みこんで，危険に陥る　　を設定して，何かを建設するというような動機はまった

ばあい，“魔境恥らの脱出”は，しばらく危険に堪えて　　く出てヒない。読者は，主人公の行くてに掘られている

きた魔境から，あえて脱出しようとするばあ吟で・いず　　落し穴の仕かけを，次々と期待してはらはらするだけで

れも神秘的な魔力と戦わなければならなくなる・蟻敵地　　ある。それに，生起する事件の仕かけは，・全編を通じて

への接近”は，知らずに土人の部落などに近づいたため　　同巧異曲であるから，やがて飽きてしまう。またそれだ

に敵の戦意を誘発するばあい・“情勢の悪化”は・天変　　けに安易で・問題の情勢奪創造的に構想する必要はなく・、

地異の勃発および土人間のあつれきに知らず知らず巻き　　たださし絵の変化（襲来者が次々と変わる〉を見てたの　’

こまれるばあいなどをふくんでいる。　　　　　　　　　しむだけでよい。

　次の“救援の要請”のうち・わりあいに多いのは“受　　　このように，全編すべて主人公の無目的行動の連続で
、

難者の要求”である。危険にひんしているものが，救援　　ある。これが安易な読者をよろこばすゆえんであると同、

を要請するので，これに応じるというばあい。なお“怪　　時に，この作品の根本的な欠陥とされるべきであろう。

神へのいけにえ”というのがしばしばあるが，講談によ　5話根の結末

　く出てくる人身御供の行列をみて・あわれないけにえを　　　各の話根において，発端で提起された問題が，ゼのよ

救出しようとする形式に似た発端である。積極的な動機　　うにして結末に到達しているか，第2表はこれを統計し

に類するが，むしろ楡巻きこまれ”の形に扱われている。　　たものである。

　第4は“安全の喪失”である。その1は“力の亡失”　　　これでわかるように，助力者の到来がもっとも多い。

で，武器を失ったとか，負傷したとかいうぱあい，つづ　　そのうちでも多いのは，動物の援助である，少年ケニヤ・

いて黙力の取得の必要〃がおこるが，この細目には，武　　は，おかかえの動物援助者をもっていて，危険にひんす

器，薬，飲水，助力者などを取って来る動機を集計し　れば，いつでも，どこからかそれがやってくる。

た。“昧方の救出〃は，同行者である昧方が敵に捕われ　　（1）ダーナー25メートルもある巨大な蛇で，もとゼガ

ているので，これを救い出そうとするばあい。“助力者　　　が恩をかけたので，昧方になったという。

から隔離”は，そのものがいれば問題はたちどころに解　　（2）ナンター　　巨象の群の頭で，ワタルとゼガが子を

決するはずのところ，あいにく不在であるとか，あるい　　救ったのを恩にきて，昧方になった。

はその助力者が動物であって要請に応じてくれないとか　　　またケートが，小鳥にいじめられているフクロゥを助

いうばあいである。　　　　　　　　　　　　　　　　　けたので，この少女の危難を救う場面も出る。いずれも
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丁要　　項

敵一を退治

1／

》

』、敵から脱出一

・助力者の到来

敵，の転向

駄、
　＝、f！．　x　f

敵の退散

細 目

怪物退治

挑戦者退治

陰謀者退治

自力で脱出

秘密の通路から脱出

敵をだまして脱出

土人の援助

動物の援助

味方の援助

敵への挑戦者の出現

敵遁走

敵に戦意なし

天候異変で敵退散

％

17．7

6．8
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　　　　　　　第2表話根の結末

　仏教説話によく用いられている動物報暉潭の形式であ

　る。，黒人ゼガも始めは危難を救われたのでワタルの昧方

　になった。みなし子の土人の子どもも，恩恵に報いて援

　、
　助する。これら助力者が出現すると，主人公はやすやす

　と勝利を得る。

　　次の黙敵の転向”は，主人公に挑戦してきた敵に対し

　て，別の挑戦者が現われ，』主人公は闘争の圏外におかれ

　てしまうばあいである。例えば少年とサイとが戦ってい

　るときに河馬が現われて，サイと河馬とが決闘を開始し

　少年はその危難から脱出する。したがって第2の出現者

　は広義には助力者とみなされるが，もともとそうしたつ

　一ながりがあるわけではなく，偶然の救いの神というべき

　もQである。

　　さらに“敵の退散”がある。ここで黙敵の遁走”とは，

　．いったん挑戦しておきながら，たわいもなく逃げさると

　いうばあい，“敵に戦意なし”は，挑戦してぐるかとみ

　えた敵が，あっさり姿を消してしまうという思わせぶり

　のばあいである。読者はそこで肩すかしをくう。黙天候

　異変で敵退散”は，暴風雨などが広義の救けの神になる

　ばあいで，敵は戦意を失6て退散する。

　　以上は，いずれも他力本願の結末である。これが59・4

国　％を占めている。

■

！

一侮乱

・一10一

　“敵を退治”するのは，怪物（猛獣をふくむ），挑戦者

（敵性の土人・白人），陰謀者（土民の扇動者）などで，

いずれも超人間的な武力によっている。作者が，、少年に

悪ズーッとさせる”ことを意図した魔物退治ないし巨人

征服を織りこルだチャンバラである。使われる武器はゼ

ガから教えられた投げ槍であって，これは一発百中，い

かな猛獣もずばりと心臓を背まで貫かれてしまう。すぐ

刺殺してしまってはおもしろくないので，少年はかなら

ず1度はつまずいて転ぶことになっている。

　黙敵から脱出〃は，敵を調伏しないで危険地域外に脱

出するという結末である。蟻自力で脱出”というのは，

超人的な跳躍力を用いるとか，機敏に物陰にかくれるな

どである。またしばしば喩秘密の通路”が用いられる。

・敵をだまして“というのは，例えば番人をたぶらかし

　　　　　　　　　　　●
てその隙に逃げ出すというようなばあいである。この物

語りでは，土人はすべて無知のやからに描かれ，ばかば

かしいトリックで簡単にだまされる・

　このように自力本願の結末は40．6％の少なさであり，

それも大部分は超人的な武力によることになっている。

冒険物語の常道ではあろうが，それにしても，他力本願

が多すぎる。10歳余の少年が，猛獣と戦うという情勢だ

から，やむをえないというであろう。それにしても，も

っと知的な問題解決をさせれば，自力本願がふやせるよ

うに思う。いつも知恵を使わず，正面攻撃で，危地に誘

いこまれている。番人をだますトリッタなどあまりに幼

稚である。

6　話根の類型
　以上，述べてきたのを通覧するとわかるように，この

読みものの物語りの話根は，ほとんど全部が危難一脱出

の形式のものである。その危難には，偶然に遭遇するば

あいもあるのさ，当面したものが敵であるか昧方である

かが判明するまでには，疑惑一解明の形式が重なること

があるけれども，推理小説に用いられる話根のように，

知的にその疑惑を解明するのでなく，いずれは相手かた

のほうから敵であるかないかをみずから暴露するから，

推理のはたらぎはまったく用いられていない。
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　　　　　　第’1図話根の類型

　なお，ごの危難はすべて受動的であるから，受難とい

ったほうが適当であろう。また脱出は，挑戦者に応戦し

てこれを攻撃し，その加害力を消滅させるばあいと，挑

戦者の加害力の届かない防壁の陰に逃避するばあいとに

分かれる。よって前者を反攻形式，後者を逃避形式とよ

んでもよいであろう。

　これをさらに細分すると，第1図のようになる。図の

黒円は敵をあらわし，・白円は主人公か味方かをあらわ、

す。矢は挑戦の方向で，その先端が円にとどいているも

のは，相手を征服したことを示す。　　　、　’

（1）反攻形式

　a　返り討ち型（図B）一反攻形式の典型的なもの。’

　　この物語りでは敵のほうが強いことになっているの

　　で，反抗には超人的な神秘的技術が用いられる。

　b　助け太刀型（図E）一敵が攻撃を開始し，主人公

　　に害を及ぼす直前までの聞に，第三者が現れて，そ

　　の敵を征服してしまう。この助力者は（a）始めから昧

　　方だとわかっているばあい，（b）事後に昧方だとわか

　　るばあい，⑩）たまたま見かねて助力してくれるばあ

　　いなどがある。⑥においては，主人公はその恩に報

　　いる負債を生ずる。

　c　助け太刀・返り討ち型（図G）一返り討ち型と助

　　太刀型との混成したもの。敵が主人公よりも優勢な

11

　　　　　　　　　　　　　児童物み．ものの研究』、

　ので，独力では勝てないばあい，助力者が現れて敵、

　の一部を征服するので，主人公が優勢になって敵を

　征服するという形式である・こりばあい・（1）離が2．

　者のときと，（2）1者であるがカが優勢の≧きとがあ』、

　う。後者では助け太刀型（E）に似てくるが，最後め、㌧、、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒ　とどめを刺すのは主人公である点が違っている。・　　1』

　d　循環助け太刀型（図1）一助け太刀型が重複した　ピ

　もの。すなわち助力者に対して第2の敵があらわれ

　これを主人公が征服する。このばあいは，主人公に
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ll＝’
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　晦　第2の敵を攻撃する余裕があり，しかもこれに対し　・を

　ては優勢であることが必要であって，第1の敵の主』

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、≠　人公に対する攻撃が助力者のほうに転じたときは，・

　助け太刀・返り討ち型（図G）と同じ形に移行する6「

（2）逃避形式

　a　不戦勝型（図A）一敵が出現するが，何かの理由

　で攻撃してこず，みずから退散してしまうもの。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・㍉へ　b　かくれ型（図C）一敵の攻撃を避けて，わが身の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ザ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヤ　姿をかくす。すると敵は相手を失って退散し七しま．

　　う。敵が主人公を再発見しようとしている間のかく

　　れのスリルが興昧をそそる。

　c　逃げこみ型（図D）一かくれ型に等しいが，この’

　　ばあいは，強い障壁のかなたへ逃げこむ。激はその・

　　障壁を越えることができない。この物語りでは（a）主．

　　人公だけが知っている秘密の通路をしばしば利用し

　　ている。，また（b）敵には攻撃できない樹上や水中に逃

　　げこむなどのばあいもある。

　d　横槍型（図F）一一助け太刀型（図E）に似ているが

　　このばあいの第3の出現者は，主人公にとっても敵

　　である。しかしこの新敵は，こちらに攻撃してこず．

　　に，敵に襲いかかる。その隙に主人公は，虎口を脱、、

　　するのである。

　e　同志討ち型（図H）一横槍型（図F）や助け太刀返

　　り討ち型（図G）に似ているが，このばあいは』主入』

　　公が，腹背に敵をうけている。このとき主人公は，

　　ちょっと身を引く。すると敵の同志討ちが始まるめ

　　である。
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’以上ば，こゐ物語りに多く用いられている話根の主な．

類型である。ζの物語りは全体で4000駒ばかりの絵でな

　φ－，1話根が約10駒でなっているから，およそ400話根

　が，だいたい上掲のどれかを用いているわけである。こ

　れによっても，この物語りが同巧異曲で単調であるこど

　がわかるであろう。

　7’結　　論
　　じっさい匠物語りを分析してみると，基本話型と話根

　どの区別をつけかねるばあいが少なくない。，すなわち叙

　述されている事件は，文面では単一であっても・かげに

　いくつかの事件を内蔵していることが読みとられるモと

　があり，いくつかの事件がひとづの主題で統一されてお

　れ礒，基本話型とみるべきである。このようなばあいは

　形式的に処理するほかはない。文面に現れた事件一す

毒わち向かひとつの問題が提出され，それがいちおう解

決されるまでの過程を畑軸出するのである・要する

　忙読み手の心理に，問題一解決の過程を課する物語りの

　最小単位をとるということである。

　　そうすれば，読み手が読む過程でつねに直接に思考し

　七いる問題一解決の類型がわかる。もちろん，同時に，

』話根を総合した基本話型，基本話型を総合した物語り全

　体の構造が読み手を支配しているのであるが，そうした

　研究は他日にゆずる。とにかく，ここに試みた話根分析

　法によっても，いちおう物語りの性格を確認する有力な

・手がかりになることが知られた・

　　かくて“少年ケニヤ”の物語りとしての特性は，次の

　ようにいえよう。

　（1ン話根が短い。絵で約10駒，文で約2，000字である。

　　問題がおこると，すぐ解決するので，緊張の持続が短

　〕．く宅すみ，読み去ったことを記臆している必要もな

　　い。殺那殺那で問題は解決してしまう。

　〈2）．話根が羅列的である。いくつかの話根がからみあっ

　　て展開するということがなく，各独立した話根が継次

　、、的に配列されている。読み手は単純に1すじの道をた

　　どればよい。
、

　（3）話根の類型が紋切型である。変化がとぼしく，同じ

　問題解決を何度もくり返されるので単調である。

④　話根における問題の提起は，すべて受動的な危険

　（受難）で南る・終始・おびやかされた暗い空気の中で

　たえず敵を意識する緊張がつづく。明るさがない。

（5）話根における問題の解決は，反攻か， もしくは逃避

　である。いずれにしても危険から脱出すれば終りとな

　り，そこになんらの創造的な建設がない。主人公は，

　宿命の闇の中をただ模索して旅をつづけるだけで，生

　活の理想はぜんぜん持っていない。

⑥　話根における問題9解決には，知性が欠如してい

　る。・いつも一か八かの投機的なスリルで体あたりをす

　る。したがって受難一脱出のために，超人的な武力か

　神秘的な逃げ道か，当然期待される助力者を用いてい

　る。知的な洞察力で問題を解決しない。

（7）登場者はすべて類型化されている。60種の動物が出

　てくるが，各々の習性が描きわけられていない。10種

　の土族が出てくるが，名称が異るだけで，いつも同じ

　趣好の事件をひきおこす。中心人物の性格も描けてい

　ないげ

⑧　一般に古めかしい思想を盛っており，独創性にとぼ

　しい。低調な講談趣昧である。同じ密林ものでも，

　蟻ターザン”にくらべるとその差がよくわかる。現代

　的なヒューマニティに欠けている。

（9）戦後の大衆文化の傾向を反映している。知性の欠如

　投機性，強烈な刺激准どを盛っていることが，かえっ

　て子どもにも受けたのであろう。それだけに，もはや

　過去の作品として見送るべきである。’作者の今後に期

　待しよう。

参考文献
（1）’山川惣治　少年ケニヤ　1～X皿　産業経済新聞

￥

　　　社　昭28～30

（2）山川惣治　ピストル，チャンバラ御意見無用

　　　日本週報　昭30，5月5日号

（3）日本読書新聞　少年ケニヤを検討する

　　　昭30，　6月20日号
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先天性読み書き欠陥児にっいて’

先天性読み書き欠陥児について

　東京医科歯科大学精神医学教室

島崎敏橦，小尾いね子＊＊

児童におけることばの機能の特異な欠陥として，はな

しこどばは普通に発達し，知能も普通であるのに，かき

ことばだけが特別におくれを示す現象がある。

　一般に一つ一つの文字の読み書きはできるが，rこと

ば」についての読み書きができない。1896年Morgan

によって記載され，先天語盲症congenital　wordblind－

neSSとよばれたものがこれである。成人の場合に，脳

出血や頭部外傷によって脳の一部が破壊され，その局所

に相応して生じたことばの機能の脱落が当時注目され，

はなしことばの脱落をr失語」，かきことばの脱落をr失

読，失書」と，いい，失読，失書のうち特にr語」に関し

た欠陥が語盲症と名づけられた。それとよく似た現象が

児童においてみつけられ，先天語盲症と命名されたので

ある。ところがその後症例の観察を重ねた結果，成人の

場合一度充分に発達した機能が脱落したのと，児童の場

合に発達途上で遅滞したものとが区別され，児童り場合

についてはangeborene　Le甲・Schreibschwache先天性

読み書き欠陥とよばれるようになった。，

　その後欧米では，本欠陥について，心理学者，’教育学

者，教育者，臨床医によって研究がすすめられ，現象は

詳述され，本質を究明する探究が行われたが，我が国で

は少なくとも臨床医学においては，かつてその記載をみ

なかったものである。欧米のインドゲルマン語圏内にお

＊On　the　Congenital　Wordblindness

＊＊By　Toshiki　Shima2akiレIneko　Obi

　　　（Tokyo　Medical　and　Dental　Uniマersity，

　　　Neuropsychiatric　Department）
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＊

いても，各国語の相違によって，症状の上に可成りの縛，

徴があらわれる。日本語はこれらの国々とは全く系統の

異なる言語系に属するため，日本語における本欠陥め解，

析は，症候論上に新しい側面を見出すことができ，また

広い意昧での読み書き障碍のうち，最も要素的な欠陥と

して，読み書き能力発達の基礎的段階の機制が，正常児．

の発達過程ではのぞみ得なかったよ’うな克明さをもって

展開される。　　　　　　　　　　　　　・　　　、1

　Solmsに従って本症候を略述すれば次のようであう。

　「一見しては特に変ったところのみえない，一般的に

は正常の知能をもった児童に，読み書きの欠陥があるも『

のである。

　r読み』は概してアルファベットの文字は誤りな、くで

き，簡単なことばは大てい正しくできるが，もっと難レ．

いことばになると全くできない。

　r書き』はアルファペットの文字は大てい誤りなくで

きるが，ことばや文章の自発書，書取りはできない。そ

れに対して模書の方は全く障碍がない。ただし模書は意1

昧理解なしに行われる。

　数字の読み書きはよくでき，計算もできるのが普通で

ある。ところが二桁以上の数の読み書きにおいてゴ個々F

の数字の倒置がみられ，位どりができず，一つ一つの数二

字を羅列的に読んだり書いたりする」。

　以上をことばの機能に関して，ごく図式的に示してみ

よう。

1．、まなしこと、ま（音声言語機倉1）∫霧3

　　　　　　　　　　　　　／

　　　　　　　　　　　　　　模倣語　　　O
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　’生活歴

　 昭和、19年生れの女子。母親は本入を出産後死亡。生

　鋒3ヵ月目より祖父母に育てられて成長した。

　　セ　　日常の行動の上では異常はなく，知恵づきもおくれた

・ようには見えなかった。ことばはよく理解するようであ

　りたが口数はごく少く，発語があっても発音は不明瞭で

。・あった。

一秘

　・1学校へあがってからも集団の中での発語は少い。1年

，から3年までの受持教員のはなしによると，朝出席をと

3
，
一るときにも，ただ「ハイ」といえばよいだけなのに，3

．み年間」度も返事をしない。先生の方をぼ一っと見るだけ

唾ある・先生と一対一でいるとご，く短腿事をする・r

．度だけ放課後皆が帰ってしまってから先生のところへき

　て，　「だれそれがいじめるんです。おこってくれろ」と

』訴えた。これが一番長いことばであったという。書取を

　やらせると手本の通り書く。作文を書かせると作文用紙

　のますは終りまで文字でうめるが，意昧は全く通じな

　か。一字一字は平がな，漢字ともよく書けるが，ことば

　としてまとまらて読めるものは全くなく，もちろん文章

〆にもなっていない。学校の成績もよくないが，しかし教

　師のみたところでは知能が悪そうには見えないという。
卜

　　性格はおとなしい方で，人と争ったことはない。平常

　・は一人ではなれて友達の遊びをみている。クラスの者が

、　，　ー

　さそうと素直に遊びに人る。自分から積極的に友人には

　売らきかけることはない。遊びは普通にできる。学校の

1∫・掃除当番はよくする。陰日向なく，先生が見ていなくて

　もする。わからないと先生に，1「これどうするの」とき

　・く。子供達がいくら騒いでも，となりで喧嘩しても，け

　る・りとしている。うるさいという表情もない。クラスで

、’，

誰と並びたいかの質問を出すと，この子だけは誰をもえ

らばなかったし，ほかの誰からもえらばれなかった。も

う一度たずねると，この子は誰もえらばず，一人の友人

からえらばれた。

　運動神経はよく発達している。運動会ではよく走る。

普段も活発の方である。手先は器用である。一緒に生活

している祖父母も・父・潔父達も・頭が悪いとは思われ

ぬといっているo

　　　　　　　　　第　1　図

’現況検査当時9歳であったが一見しては利発そうにみ

える。ここにあげる写真は検査時のもので，テストに対

して当惑した表情であるが，この性と年令にふさわしい

複雑度を示している。家庭の生活空間でははきはきして

いるし，ものおじもしない。口数は少ないが，状況に即

した適切な発語がある。こちらのいうこともよく理解す

る。気がきいていて，相手の要求を先まわりして充たす

という点も充分窺われる。つまり具体的な事柄を，抽象

的概念的に操作することはとにかくとして，外界の事象

に対する直接的な働きかけや反応の仕方は適切で，知的

な処理ができるように見っげられる。

一14一

ことばの機能

1．はなしことばの機能

『1〉自発語

　口数は少ないが自発語は可能である。輪投げをしてい

て，入るとr入った」という。庭の花をみて「赤いはな，

もものはな」という。自分の生年月日，年令，雄名はは

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　14
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っきりいえる。物品の名称も正確にいうことができる。

　しかし構音は不明瞭である。長い単語や，二語三語の

文章では，終りの方の発音は不明瞭になる。母音は概し

てよいが，子音の多い語は困難である。

2）はなしことばの理解

’命令に対してはよく了解してそのように行い，名をい

われた物品を選びとることは正しくできる。

3）模倣語　よくできる。

∬．かきことばの機能

1）文字の読み書き

　五十音の読み書、きは平がなで正しくできる。

2）ことば及び咬章
　　　　　　　　　　　　　　　　、
　a）音読

　一つ一つの文字を追って個々の音節を読むが，一つの

語音として全体化しない。いわゆる「たどり読み」の傾

向がつよい。

　これはrかな」が音節文字であり，音節は実際の発音

上区切って発音するこどが許されており，更に個々の文

字が相当の問隙をもって綴られるため，この「たどり読

み」そのものを直ちに誤読とするわけにはいかないであ

ろうが，rたどり読み」の異常につよい傾向は，特殊な

fかな」の用法において明らかな誤読としてあらわれる。

a－1　拗音

　きょう一一→・ki　yo　u

　しゃしん一→si　ya　si　n

a－2促音

　もっと一→mo　tu　to

　V・らっしゃい一→i　ra　tu　si　ya　i

a－3　助詞のrは」をwaと読まずにhaと読み，方

向を示す跡詞rへ」をeと読まずにheと読む。

　そらはあおく
　　　ha
　うみへいく
　　　he
£一4　ことばをたどり読みしてことばとして区切って

読まぬために，文章の場合には文脈に従ってかなの系列

を文節に群化して読むことができない。そのため名詞が

途中で区切られたり，助詞がその前後の名詞に付着して

15

　　　　　　　　　　先天性読み書き欠陥児にっ恥て

読まれたりする。即ち近接文字群を一括して一語のよう、

に読む誤読である。

　とてもあ1つい

　きしゃiのけむり

　ひばり1は1た1かい

　漢字及び漢字まじりの文章の読み：　　　　　　　デ

　漢字はそれまで学校で習った漢字を，国語読本より全』

部選ぴ出して読ませてみ蓼・とにかく読むことは全部蔀。．、

んでいるが，その中正解は1／6弱であったる誤りの中に『

は子音の脱落や省略による誤読もあるが，・多くはまだ習

得されていないものとみえる。しかしそれとは別に特記

されてよいと思われるのは，漢字まじりの文章においで『．

は，かな文で読み得なかったものを正読していることでf

ある。

α）習得されでいる漢字はrことば」としてまとまって

読んでいる。　　　　　　　　　　　　．　覧

㈲　助詞「は」が漢字によって記された名詞に続く場合

『はwaと正しく読める。　　　　　　　　・

　わたくしは一→私は
　　　　　ha　　　wa　　　l
の　拗音の場合も正しく読める。

　きしゃ一→ki　shi　ya

　汽車一→kisha

　b）黙読（かきことばの理解）

　はなしことばの理解りよいのにくらべると，・かぎこと．一

ばの理解の欠陥は際立っている。

　あらかじめ物品呼称のできることを確かめ七おいた物

について「ぺんをとってζらん」，「とけいはどれ」，「め．，

をづぶって」，rくちをあけて」等の物品選択，命令を書』

いてみせるが全くできない。読ませるとたどり読みをし

意昧を理解しないようである。・その物の方をみむきもし』

　　　　　　　　　　　　ない。書かれた通りに検者がしてみせても，ああそうが’

という納得の表情もない。、これをはなしことばにすれば

直ちに了解する。また漢字で書いたものは理解してその

ように行う。

　c）自発書

　ここに掲げるのは（第2図）学校で書かれた作文であ
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読書科学（1．1）
る。題は先生が黒板に書いた手本を模写したものである。

意昧を理解できるのは，これと自分の名前だけである。

r字』字は書けているが・ことば・：文章としてのづなが

りは全くない。

亀
嵐歪i

　　　　　　　　　第2図

　d）書取

　かな文字の書取はできるが，ことば及び文章になると

非常に困難になる。

　ことばでは一部の脱落，他文字への転化，逆転と解さ

れるものがある。文章になるとそれは一層困難で，誤り

の機制を明らかにし得ないほどである。

例　わたし一→たし

　　くも一→くる

　　やま一→まや

　　あさ一→朝

脱落

転化

逆転、

　がっこう一→学校文

　おふねにのりました一一→せいのいますか』

　はやくごはんをたべましょう一→早くるかありまい

∫，　すか

　以上の例では漢字で正書しているものがあるのが自立

つ。それでできるだけ漢宇で書くようにいうと，漢字部

分は「かな」、にくらべてよく書けるようである。

例やまのうえにおおきなきがあります

　　　→山の上大きなが木がます

　　そらはあおくくもはしろい

　　　→空は青く雲し白ろし

　e）模書

　先に自発書の項であげた小学校での作文が，教室でい

きなり題を出され，その時間中に提出させられたもので

あるのに対し，第3図は宿題に出されたものである。祖

父が書いたものをひきうつしたので各文字も整い，こと

ばもまとまり，文章として文意もととのっている。これ

は模書の例としてみることができよう。しかし句読点の

うち方は文意を全く無視したやり方である。これは模写

され文字の形が描写されただけで，意味理解を伴ってい

ない。

一16一

第3図
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数字の読み書き

　読み

　1から10までは正しく読める。

　2桁のものになると逆に読んだり，単位（桁）の関係

から操作することが難しくなる。

　　例83→38

　　　　55→5・5

　　　　548→8・5

　書き

　1から10までは正しく書ける。

　2桁以上になると次のような変化を示す。

　　例38→308

　　　105→1005

　計算はできるが数字の読み書きにおいてこのような位

どりの操作ができないことは屡々記載されている。

　その他認識機能は視覚性認識としての一般物体の認

識，絵画における同時認識，色彩，手指，図形，左右，場

所見当の認識の障碍はなく，触覚性認識の障碍もない。

　以上本欠陥の症候を要約すれば，はなしことばの機能

としての自発語，理解，模倣語には殆ど障碍のないもの

が，かきことばの機能では顕著な欠陥を示すことである。

　その欠陥は概して文字の読み書きにはなく，ことばや

文章の方に明らかである。音読はrたどり読み」の傾向

を示し，そのために「ことば」としてまとめ，区切って

文章を読むことができない。従って黙読におけるかきこ

とばの理解は，はなしことばの理解のよいのにくらぺて

著しく困難となる。自発書，書取での欠陥は高度で，た

だばらばらな文字が並べられているだけで「ことば」と

してまとまらないので1書かれたものの内容把握は全く

できない。それに対し模書はよくできる。しかレ意昧理

解を伴ったものではなく，ただ模写するだけである。

　このようなことば及び文章における読み書き欠陥は，

rかな」についてであって，漢字になる≧事情が異って

くる。即ち漢字ならば読みに際してrことば」としてま

とまって読み，rてにおは」，おくりがなで書かれた通り

17
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　　　　　　　　　　先天性読み書き欠陥児について

発音されないものも正読する。ことばの理解も，「か准」，

でできなかったものも漢字にすれば可能となる6書ぐ場て

合でも習熟した漢字ならば「かな」よりも容易に年レぐ，

書ける。

　この現象の原因については，かつては成人の六脳り｝

定部位の破壊の場合に・これとよく似た症候があわわれ

ることから推して，何か大脳の欠損に条件づけら紅鳶肇

能欠陥と考えた。成人の場合は脳病理学でいう朱読症で・

頭頂葉の破壊の場合におこり，自発書，書取ができず，勾

模書が可能である点が本欠陥と類似している。しかし衷

頂喋の失読症では大てい認識の面の障碍を伴っている。、

その上児童ではそれを確証する‡うな大脳の解剖学的生、

理学的変化はなく，またそQ児童が成長して或時期に至

ると，ことばの機能は著しく発達するといわれている。「

　Illingの記すところでは，、こういう児童がのちにこ考

ばを専門につかう言語学者や著述家になったという例も

ある。そういうわけで，現在では本欠陥は一般に特殊な

発達遅滞とみられている。

　この欠陥の本質は，r書き」についていえば，所与の

ことばを一はなしことばとして聴覚的に与えられたも

のであれ，内言語として生じたものであれ一それを形

作っている一つ一つの音声を文字に分解して記すことの

中にある。「読み」についていえば，所与の書を』つ》

つの文字のあらわす音声として読み，この音声的構成要

素を綜合してことばを形作る中に欠陥の本質がある。つ

まりことばを音声的要素に分解したり，音声的要素から

ことばを組立てたりすることが障碍される。いいかえれ

ば分析一綜合機能の欠陥とみることができる。ことばは

一方では音響像として音声を伝え，他方意昧形象として』

内容の意昧を伝える。それ故ことばの音声的要素の分析

一綜合の欠陥は・同時に意昧的内容的な面でも欠陥を生、

じ，この例のようにことばの理解もさまたげられるので

ある。

　特に欧米における文字書法Buchstabenschriftは，文

字の発連の上からいって最も抽象化された形式をとって

いる。即ちアルファベットにおいて，はじめ事物の形を

一17一
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、（’、・’　詑した絵文字から発達して文字が意味を代表する表意文

籔1字になり・次第に文字は音をあらわすために用い脇

　　　　ついを；現在のように一音を一字であらわす単音文字とな

　　　　、ったのである。ここでは文字は具体的なものから全く離

　　　　地，．抽象的な記号となり，ことばは個々の音声だけをあ

　　。、、 ・1うわす文字の組合せによって形作る・それ故本欠陥の本

　痘賓を1，卒轄渤不能と吟うこともできるのである・

譜　・，　発達的匠いえば児童は或段階に至って読みはじめ，そ

　　　　れに続いて書くことを学ぶ。それははなしことばの表現

　　　　≧理解の体制ができてからで・5～7歳の時期である・

　　　　児童がかきことばを習得するこの時期は，globalisation

　　　　卿が著しく脚b対象を鄭と全脚こ把握する

　　　　之とから脱して次第に分析一綜合の方向へ向う。こうい
　　　　『　、

　　　　，う機能が未分化にとどまることがかきことばの習得困難

　　　　．』をぴきおこすと考えられる。

　　　　　、ところで日本語における特性について一言するなら

　　　　，ば卑日本語のrかな」は音節文字で，一文字が音節をあら

　　㌧”わすめであるが，表音文字である点ではアルファベット

　　　　と共通している。・本欠陥の症候がrかな」については欧

　　　　米り症例と酷似しているのもその点にあると思われる。

　　　　　ところが漢字は表意文字であり，一つの文字が意昧を

　　　　、・もっていて，ことばの意義上の単位を代表し，文字の発

　　　　達の抽象化の上からいっても半ばにとどまるということ

　　　　・ができる。また漢字は視覚にうったえて表意的特徴を有

　　　　するから，音声的要素への分析r綜合なしにも把握さ

　　　』1・

露ざ∴』

，戦悟
1£㌔，＼

季

…難1▽・

　r一♪ぺ
、、』

ヤ∵㌧

・　＼　箪

甑諏・・』、

圃』か》・

＼

’

b●　・

匁　　』一一

庵、

「

れ意昧理解が行われるのである。

　さきに本欠陥の本質を，子供の心理体制の発達遅滞と

み，アルファペットにおける文字書法の抽象性への不適

』
応
， 分析一綜合機能の欠陥とみたわけであるが，漢字の

ように文字の抽象化において半ばにとどまるものでは，

　rかな」で明らかな欠陥を示した者も容易に操作できる・

わけであって，こうした本質の設定が一層よく裏書きさ

れるのである。

　欧米においては心理学者は本欠陥に児童の人格が関与

することをとりあげ，読み書きの学習に困難するパース

ナリティを研究しているし，教育学者はこういう児童の

学習の技術的方面を研究対象とし，読みの学習に際して

まず文字を習得させてからことばを形成する方がよい

か，最初からことばに着目して学習させるのがよいかを「

検討している。教育者はこう駆う児童の欠陥を克服する

ための再教育の方法を研究し，児童のもつ欠陥に働ぎか

け，新しい適応形式を創り出すための，個人差に応じた

指導方法を考案している。　　　　　　　　　　・

　こういう児童は医学のクリニッタよりはむしろ教育の

場で見つけられ易いものであろうし，各専門家の協同に

よってのみ充分に行われる主題でもあろう。日本語にお

ける特性からみても，治療再教育に独自なものが必要て

あり，四逆にまたこういう知見は国語問題にも一つの寄与

をなしうると考えられる。
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保 護 少 年 と 読

　　最高裁判所家庭局第三課長

森　　　田　　　宗　　　一＊＊

　　o
　r読書力が遅れていること（readi具g　retardation）は，

人聞関係や人間形成の上での重要なハンデイキャップの
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（注1）
一っで，屡々少年非行と関連をもっでいる。」或はまた

r読書能力がないことは，屡々非行の最初の危険信号で
　（注2）
ある。」などと言われている。こういう見地から欧米（こ

とにアメリカ）では，少年の学校や社会での不適応とか

犯罪の間題に関連して子供の読書の問題がよく論じら

れ，この見地から読書指導の方法などが考えられてい

る。

　わが国でも，所謂問題児とか非行少年（犯罪をおかし

た少年少女あるいはその虞のあるもの）を取扱っている

実際家の中には具体的なケースに教えられて，同様な見

解を持っている者が少くない。また少年の心の成長に害

のある読書が，不良行為や犯罪の原因になっていること

も指摘され，エロ，グロ，魔，怪といったたぐいの悪書

を追放せよということも叫ばれている。たしかに問題児

と呼ばれ，非行少年として保護と指導を必要とする少年

と読書との関係は，かなり重要なものであるらしいこと

は，事実である。しかしながらわが国では，まだこの点

・についての科学的実証的な研究は，十分に行われておら

ず，未開拓の分野の一つだといえよう。この種の研究の

．難点はパーソナリティの形成や非行の複雑な要素の中か

＊　Delinquent　Juvenile　and　Reading

　　　　　　　　　　　　　　　　　　》
淋By　S6ichi　Morita

　　（Chief　of　the　Juvenile　Section，Family

　　　Bureau，Supreme　Court）

堂＊
日

保謹少年と読書

　　F　、爆

・・　i　4
1鳳’　、4

　イ　ノ｛外

、．圏徳

　熔短軸

　、ぺ叛ぞ、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ド　
　　ペ

ら，読書という要素だけをいかにして抽出するかDまた迄．

そういうことが科学的に可能であるかどうか，というこ．

とであろう。

　少年院で矯正教育をうけている少年少女，或は保護観。，

察に付せられている少年たちは，通常保護少年とよばれ㍉

ている。これらの少年少女は，いづれも罪を犯したとか巳

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヤヲ罪を犯す虞があるものとして家庭裁判所におくられ』之’・

こでその個性と環境について詳細な調査診断をうけ，保』

護処分に付せられ，右のような措置をうけている者であ『・』

る。このような少年保護の領域における診断と指導の面‘、一

で少年少女の問題と読書の関係若しくは読書傾向を眺め・

てみると，いく，つかのティピカルな問題点を指摘するこ［

とができる。

　二1三の事例をまず掲げよう。

　（1）A少葬は家㊦金品を持出し・はては親の知人の寧

へ行っては言葉たくみに虚構のことを言って金や晶物．、，

　を借りうけ，そのまxつかいこんでしまう。親が尻ぬ

　ぐいをしているうち非行性はつのり，とうとう家庭裁．　。，‘，．

　判所に送られて来た。

　　少年は生れつき利発な子供だった志うで，幼稚園の

　頃からすでに片仮名平仮名で書かれた本は，小学二年、

　位のものまで読むという状態であった。小学板低学年
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｝、』』
　の頃は成績もよかった。ところが甘やかされて育った’、

　結果であろうか，自己中心と極端な我儘が高学年にな1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヤ乳
　っても慮けず・五年生位になった頃友達も少くP、学業　’．

　も怠け放題で成績も次第におちた。いつも落ち着きが

　なく不安定であった・本は好きでよく読んだが》自分！　．災、

　の気の向くものきづ読まず，教科書や親のすxめる本　

　にはあまり興味をもたなかった。中学に入ってか．ら，ご，’
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二☆　その傾向は一層つよくなり，探偵物とかスリルのある　　　，㌧

　ようなものだけをらん読するという傾向であった’と．」、 　●

　う。A少年の家庭は複雑で，ごたごたしており，中学

　に入る頃から少年は家の雰囲気をき一らって外出夜遊び．

　’書恥、
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読’．書一一科学（L1）

　が多くなり，、親の言うことも殆どきかないようになっ

　た。自分のやったことに対しても，反省と責任感が薄

　く，物事にまともにぶつがることをせず，逃避する。

　好きな本を読んでまぎらわす。いわば本に逃避すると

　いりた風である。

　（2γB少年『は窃盗事件で送られてきた。家庭は貧困で

　ある上に，両親とも教養がなく，子供の教育のことよ

　りあくせく生活に追われて暮してきた。Bは小学中学
　を通じて学業成績わるく，本を読むことは大きらいだ

　ったという。読む力，書く力ともに著しく劣っており

　’一般の事柄に対する理解力も乏しい。友達仲間とチャ

　’ンバラゴッコをしたり，公園へ遊びにいったりして殆

　ど毎日を過したという。いわゆる学級の「お客様」と

　いうところまでではないが，学科の進度にはついてい

ーけない劣等生の部類であった。中学を卒業してからあ

　る会社の給仕として勤めるようになったが・ながっづ

　一きせず，その後近所り本屋の店員になったが，ここも

　」ヵ月ばかり「でやめてしまった。家でブラブラしてい

　るうち近所のよくない友達にさそわれて窃盗を働くよ

　う，になったのである。．ちなみに少年の知能指数は80

　であった。

　（3）C子は小学校中学校を通じて成績は中位，・もっと

　努力して勉強すればよくできる筈なのに，怠けもので

　身勝手なところがあり，学業に身をいれない。家庭で

　は口やかましい母親にいつもガミガミ叱られるので，

　母を敬遠していたとのこと。高校に進学した頃から，

　急に派手な衣裳を好むようになり，映画を好み，友達

　つきあいがひろかった。中学時代から本を読むことは

　必ずしも嫁いではなかったが，意慾が少なく，まーとま

　’ったものを読むことがなかった。高校に入ってからは

　遊び友達と映画雑誌や恋愛小説集など回覧して耽読し

オいた。次第に学校に興味を失い，無断欠席したり，

　無断外泊したりして，不良化の傾向をたどった。男友

　達も数人あり，喫茶店などに一緒に出入し，浪費がは

　げしくなった。母親が心配して忠告すると，逆に「親

　は若いものの気持に理解が・ない」といってくってかか

　』る己交友関係はますますひろくわるくなった。夜更け

　るまで喫茶店に男友達といりびたって，警察の補導の

　手にかかり，家庭裁判所に送られるようになってしま
＼

．　ったo

　これらの事例は，少年保護事件の中によくあるティピ

カルなものの概略である。三つの事例が，．それぞれの特

徴をもっているが，読書との関連においても，異った問

題点を含んでいるようである。

　　・⇔

　右に掲げた三つの事例について少年たちの生活と読書

ノ

一20一

との関係について少し考えて見よう。

．A少年は知能も高い少年のようであるし，幼少時には

本を読むことが非常に進んでいたようである。従って低

学年の時はその地力で成績もよかった。やがて読書の面

では，気の向くものだけしか読まず，教科書や親のすす

めるものは読まない偏向を示し，探偵物やスリルものの

らん読ということになり，次第に不良化し逃避の場を本

の中に求めるようになっている。この少年に於ける問題

は読書傾向にもあらわれているといえる・問題は幼少時

からの家庭における育てられ方，形成された性格に根ざ

している。物心つく頃からの複雑な家庭の不安定は，少

年の精神の不安定感をつのらせ，外あそびや非行へと追

いこんでいるように見える。家庭における不安定，我儘

が通らなくなってからの落着かない学校生活，この情緒

不安定に主たる問題がある。能力のある少年の読書傾向

がゆがんでいった最大の原因は，この情緒の不安定と，

情緒約な不適応にあったといってよい・探偵物やスリル

もめのらん読そのものが，彼の非行と直接結びついてい

るように見えるが，実は両者とも情緒不適応という共通

の根をもっている。その根のうえに読書傾向と非行とが

相関関係をなしているというべきであろう。

　アメリカにはこの種の不適応児や非行少年が非常に多

く，各種の相談機関や少年裁判所のケースにあらわれて

いる。そして地道な読書を嫌うとか読書の困難というこ

とが，問題行動と深い関係をもっているとしてとりあげ

られ，その最大の問題点は情緒の混乱（emotional　dis－

turbance）或は情緒不適応（emotional　maladjustment）

であるとされている。A少年の事例でもわかるように，

わが国の子供の問題や少年の事件の中にも，この種のも

のが戦後増加してきているように思われる・

　B少年のケースはいつの時代にもどこの国でも，保護

少年のティピカルな一類型である。

　本人自身知能がひくく，勉強がついていけない。家庭

環境も読書と縁が遠く，放任されている。早くから本を

読むことが嫌いであり，読書能力も乏しい。やや生来的

な傾向が環境の悪条件によって助長され，一般の学科に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、20
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も及び，学校ぎらい，長欠児童などということになり，

よくない仲間との接近の誘因ともなる。本を読んだとし

ても，漫画や絵入りの雑誌の範囲をいつまでもぬけ出さ

ず，物語の筋をつかんだりながいものを読み通すという

ことは，遂にでき得ないままに終る者も少くない。

　C子の場合は，本来読書能力は普通であったようであ

るが，読書意慾の欠乏が，読書嫌いとなり，学業低下の

要因となっている。本人め我儘な性格傾向に加えて，母

親のガミガミがますますこれを助長し，派手な衣裳，映

画，好ましくない交友関係へと追いこんでいる。そうい

うグループと雰囲気の中での映画雑誌や恋愛小説集の回

覧，耽読は，真面目な生活からますますC子を遠ざける

カとなっていたであろう。

　これらの各ケースにあらわれている少年少女たちの夫

々の読書における問題は，少年院にいる少年たちにはこ

とに顕著に固定化しており，矯正し指導することが非常

に困難な場合が多い。

　かかる保護少年の読書傾向を列挙すれば，おおよそ次

のようなことがいえよう。

く1）概して読書が嫌いである。この中にはB少年のよう

に読書の能力も知能もひくく，本来嫌いであったものも

あり，読書の習慣がついていないとか情緒不安定のため

読書に気持を向けられないといったものもある。

　本を読むのが好きだという場合でも，気まぐれで，偏

っており，また自己追求が内省的でなく，非常に外面的

な読書傾向を示す。

1（2）努力しないで読める雑誌，講談の類は読まれても，

芸術や科学に関するもの，その他忍耐を要するものは好

　　　　　　　　　　　　りまれない。また静かに味わうべき性質のものも敬遠され

る。冒険活劇ものは，保護少年には一般の優良た少年以

上に好まれ，而も客観化されずに，自己の経験や意識と

…体化される傾向がある。

《3）読書力は，彼らの本来もっている筈の精神能力，知

能指数などから判断すると，非常にひくい。っまり自己

のもてるだけの力が，読書に示されていないわけであ

る。この点について，わが国には十分科学的な基礎に立

21

　　　　　　　　　　　　　　　　保護少年と読書、』

つ実証的研究は不足しているが，保護少年をいつも取扱

い，指導している者の痛感させられているところであ

る。一般的な言い方をすれば，読書に向けられるべき能

力の分量が，他の通俗的な事柄にその分だけ必要以上に・

使われているのではないかといった感じである6

　ニューヨーク州立少年刑務所収容少庫（16歳～19歳〉、

187名について，この点を調査した結果は，その持ち合

わせている能力の程度に読書し得る婆）のは，一人もいな

かったと報告されている。　またそのうち90パーセン1ト』，

以上は，学校がうまくゆかず，成績劣等，長欠等の問題

　　　　　　　　　　　（注3）
を持っていたものであるという。

　以上で私は，保護少年と読書との一般的な相関関係に・

ついて若干考察した。それを要約すれば，保護少年には』

一般に幼少時から読書遅滞があり，個性と環境の両面か

らそれが固定化しているものが少くないこと，その読書

遅滞（reading　retardation）が他の要素と結びついて，

学級や交友関係，職場等で不適応の要因となり，好まし

くない人間関係に発展する理由となること，並びに読書

力は進んでいても1個性と環境の問題によってゆがめら1

れる場合が少くないということである．而して読書遅滞』

の原因としては，知能の問題とともに情意の問題の占め，

る地位が甚だ大きいということである。

　しかし始めにも述べたように，保護少年のパーソナリ

ティことにその要保護性の形成の上に，読書（読書遅滞

を含めて）という要素がどのように働いているかという

点については，今後実証的な調査研究によって厳密に検

定しなければならない。まだ未開拓な分野である。その

一つの方法として，保護少年の生活史を読書という見地・

からさかのぼり，更に現在の彼及び彼女に書物を与えて，

その反応と影響とを追跡してみる必要があろう。また保

護少年と優良な少年とのコントロールグルーズによる比［

較検討も興昧があると思う。

　　㊧

　最後に最近問題となっている不良有害な出版物と少年

犯罪との関係についてのべたい。たしかに戦後わが国で

はエロ，グロ，暴力讃美等の不健全な出版物が野放しにL
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』読㌃書「科学（1．1）

』されづ実際の少年犯罪のケースの中には，悪い雑誌出版

’
物
Φ 名が屡々登場する。なかにはrOOという雑誌を読

　んでその真似をためした」などといって自分の犯した行

’為の動機を弁明するものも少くない。　　ノ

　・本を読んだことによって受けた知識や刺激が果してど
イ1

“こまで犯罪の直接の動機となっているか，ということは

ぐにわかに即断できないこ．とである。一般には少し誇張し

己て考えられているのではあるまいか。しかしとにかく不

　　メ　自然に性的感情を刺激し，または著しく残虐性を有する

』3読参ものが，刺激に感じ易い動揺期にある少年少女に，

　直接間接つよい影響を与え，非行にかりたてる役割をす・

　ることはたしかである。ことに性格的に被影響性がつよ

一
い
少 年とか，観るもの読むものを客観化して批判するこ

　とのできない者には，直接的にづよい影響をもっている。

　・高校の友人三人とともに少女を輪姦したある少年が，

　あとでこんなことを告白した。

　　　僕が性欲をつよくおぼえるようになったのは一年生

　　の夏休頃からです。近所の遊園地にアベックが沢山来

　　て，夜などこれを近所の人達が見に行くので，僕も時

　　々見に行きました。昨年の春頃から「夫婦雑誌」など

　　のエ・雑誌を知りました。家へもって帰れば父がやか

　　ましいから，買ったことはありませんが，級友が学校

　　にもって来て休み時間に回し読みをしたのです。スト

　　リップは級友ととも．に昨年暮頃××座に行ったことが

　　南ります占どぎつい看板を見て入ったのですが，内容

　　はつまらないので損をしたような気がしました。スト

　　リップよりも僕は性典映画を見ると性的衝動を感じま

　　す。　「十代の性典」「娘はかく抗議する」「半処女」な

〆　，．どがそれです5　　　　　　　　　　　　、

1．この一つの事例でもわかる、よう！こ，読むものの直接の，

　影響は，多くの場合他の条件と重りあい，相互に因果関

』係をもちつ＼悪循還をするのである。

　　いわゆるエロ，’グロの読みものだけでなく，物事を茶

・化したり，真面目な事柄を皮肉に戯化してしまうような

たぐいのものが，幼い心に知らずしらずのうちに大きな

影響をもたらしていることは非常に大きいと思う。次の

ような内容の子供向の本があった。たあいもない話のよ

うであるが，子供のパーソナリティ形成や行動の上に及

ぼす影響は少くないのである。

　　　「アジャッパー助漫遊記」アジャッパー助がある安

　宿で豪傑と同宿すると，賊が入って豪傑の財布をぬす

　んでしまう。ところが中は質札ばかりで，宿の主人に

　叱られ1賊はにげてしまう。 豪傑はパチンコの名人

　で，すぐにパチンコ屋荒しをやり，景品をたくさんと

　って来て宿賃をはらい，かえっておつりをもらっても

　うける。意気揚々と旅に出る。すっかり自信を得た二

　人はパチンコ屋荒しをしながら漫遊する。

　読書と保護少年，’不健全な出版物と少年犯罪との関係

は，簡単にわりきれない要素をもっているとはいえ，こ

れを科学的に分析し，青少年問題の対策の上にも活かし

て行くことは，今日の緊急の事柄の一つだといってよ

い。’それが単なる追放とか排除とかいう消極的な否定面

だけでなく，少年少女に興昧と魅力があり，しかも健康

なパーソナリティ形成に寄与し，健全な思考力を育て，

夢と希望を与える主うなものが，どんどん出版されなけ

　　　　　レればならない。またそういうものが一般の少年少女にた

やすく手に入るような文化政策や，マスコミの力によっ

て一般の心をとらえ関心をふかくするような方策が，一

層助長される必要があるように思う。

（注1）Henry　Epstein，Deputy　Mayor　New　York　City

　　“Perspectives　on　Delinquency　Prevention”

（注2）Joseph　B．Margolin　and　Cami　Harari

　　“Reading　Retardatibn　and　Delinquenρy’，

（注3）Helen　J．Greenblat“I　Hate　Reading”
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成人の読書研究の意義

成人の読書にかんする研究序説

　　　　一一一読書社会学的考察一

　　東京大
裏　　　田

成人の読書研究は，教育的にみて二重の意義をも？て

いる。第一に，読書はやはり成人の学習の最も重要な手

段であるという意昧において，その総合的な研究を科学

的におしすすめることによって，社会教育の方法論に合

理的な基礎づけを与えることができる。第二に，“子ども

は成人の父である”（The　child　is　father　of　the　lna“）

という意昧において，第一によってなされた成果が，児

童・青少年の読書指導およびその研究に，人間形成の全

体的過程からみた科学的根拠を与えることができる。

　従来，成人の読書研究がまったく無視されていたわけ

ではない。読書の科学的な研究がはじめて起ったのは♪

19世紀の半ごろとみなされる。この時期は，パルプを原

粉とする巻取紙生産の開始と輪転機の肇明によって，

塾印刷されたことば”というものが，ようやくマス・メ

ディアとして出現した時期とあい呼応している。つまり，

図書・定期刊行物がほんとうに民衆の手がとどくものと

なり，ものを読むという現象が社会的に階級の壁を解消

して一般化しはじめた時期なのである。この時期に部い

て，読書が科学的に研究されはじめたということは，そ

れまでの独占的な読書主体であったエリートのいわゆる

“読書論”の非生産性にあきたぢず，大衆啓蒙および社

＊　Study　on　the　Reading　of　Adults3an　Introduction

＊＊By　Takeo　Urata　　　　．ハ

　　　　　　　　　　昏
　　（Lecturer，Faculty　of　Education　Tokyo．

　　　Univer3ity）
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　会進展の手段としての大衆の読書につよい関心がむけ1レ　ニ、熊

　れ，しだいに社会科学的な研究領域として自覚さ才．るに 「
．
1
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　いたらたのであるQ　　　　　　　　　　　　　，　・’㌧∵

　であった。すなわち，教育学・心理学・図書館学・出版』、、野

　研究（市場調査をふくむ）・政治学・新聞学・文学g歴史ン，ぜ塗窪

学などの分野で・それぞれ読書にかんする研究論文が発旧『』∬

鷲隷浬1灘蒔総1繋携壁
　　　　　　　　　　。　　　　　　　　　　　　　　　．ぺ陶y一
　癒欠陥をのぞいて，なるべく総合的な立場をとり，科学’』零

　的な方法をとって，研究をすすめようという傾向は，吃ご　1σ・

　く最近のことである。したがって，多くの問題がまだ未融』｛絃

　解決のままのこされている。　　　　　　　　　　、　！、』1

　　この小論の意図するところは，主としてアメリカにお・，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆ1層・・』’・V　ける成人の読書にかんする科学的研究の方法と成果重，

　いくつかの観点にしぼって検討しながら，のこされ左問－、』噂

　題をどう発展させるか，また日本における実証的なうら，、ぐ驚
　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　cン、
　づけによって，それらの成果をどう受けとるべきか，二な　，，1』，“

　どについて，基本的な資料を提供することである。しが∵1－1

　し，筆者はまだ質的に量的に多くの重要な卒献を消化し・．

　ておらず，また，見おとしや誤解も多いと考えるので㌧直　1・夕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　やサ　　ヨ
　ぜひ御叱正ξ御批判をあおぎたいものと思う。　一一、　．写
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　　この分野で従来もっとも研究ないし調査がおこなわれ㌧，，罵

　たものは・一般的な読者像をえがきだすこと・’つまり平．』、、・
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　　読書科学（1．1）

　　均値をだすことである。たとえば，アメリカの社会科学
㌧ワ

　　研究協議会（Social　Science　Research　Counci1）がおこ

　　、なった砥公共図書館課査”（Public　Library　Inquiry．以

　　下PLIと略称）によればつぎのごとき平均値が分った。

　　U）だいたい成人は全部ラジオを聴き，新聞を読んでい

　　る。つまり成人の90～95％は，一日に15分間あるいは

　．，それ以上ラジオを聴きゴ85～90％は一種あるいはそれ以

　　　　　ロ　’㌦上の新聞存だいたい規則的に読んでいる。（2）成人の約3

　　分の2はなんらかの雑誌を読んでいる。つまり，60～70

　　』％は一種あるいはそれ以上の雑誌をだいたい規則的に読

　　んでいる。（3）成人の約半数は一定回数映画を見る。つま
・ハ・

　　り・，45～50％は2週間に一度あるいはそれ以上，映画を

　　見る。㈲成人の約4分の1は，習慣的に本を読んでい

　　る。つまり，25～30％は一ト月に一冊あるいはそれ以上

　　ゐ本を読み，50％は最近一年間に少くとも一冊読んだと・

　　いっている。

　　　しかし，一般的な読者像をえがきだすために，当然性

　　別・年令・教育・職業！既婚未婚・経済状態・社会状態

．レ　などの要因がどのような影響を及ぼすかが問題となる。

　　性別についていえば，Waples，Berelson，Bradshawの

　　共同研究でつぎのように報告されている。女性は男性よ

㌧・．、りフィクションを広い算囲にわたρて読む。少年は現実

　　的な冒険ものをこのみ，少女はセンチメンタルな筆致の

　、1牢想小説をこのむ。女性は商業・政治にかんする読書は
｝

　　あまりこのまず，’パースナリティにかんするもの，結婚，

　　旅行といったものをこのむ。男性も女性も一般的に自分

　　白身にかんする読書に興味のあるものだが，誰の人の個

　　く的問題とかファンタジrにうまくあえば・それだけア

　　ーピ7ルするカがつよくなる。したがって，女性はパース

　、，ナリティ，旅行，修養，成功した結婚などにっいてのノ

　　ン・．フィクションをこのみ，男性は，法律や規則，軍備

　　関係，商業の方法などについてのノン・フィクションを

　　選ぶ。年令についていえば，15～19歳のteen－agersの
　／
　　層に精力的な読書家が最も多く発見され，以後しだいに

　　カ「プが下降し，60代に少し上昇する。読書内容に関連

　　　していえば，、子どもはだいたい斉一な傾向をしめす。こ

’＼

ゴ 、ノ
’

一24r

ノ

れは子どもの経験領域が近似しているためである。老年

になれば，歴史とか美術などの回顧的な内容にむかう。

　つぎに教育についていえば，学歴の長いものほど一般

に読書家であるという常識的な予想が，調査によっても

はっきりうらづけられている。古典の読者の70％は，

大学生（大学出ではない）によって占められている。こ

の理由は，知的な経験領域が学校教育の期間と比例して

拡大され，理解力が増大すること，学習習慣，読書技術，

術語などの語いの習得などによるものと考えられてい

る。ここで注目したいことは，さきにあげた種々の要因

のうち，教育という要因が最も重要なものであることが

判明したことである。つまり，性別・年令・職業・経済

状態のいかんにかかわらず，教育がその人の読書行為に．

最も重要な影響力をもつというのである。しかも，さゐ

に注意したいことは，その“教育”はかならずしも量的

に学歴とばかり割切ることはできない点である。すなわ

ち，質的な意昧で，その人の受けた犠よい教育”が，一

生の読書行為に大きな影響をもつことが分った。しかし

この“よい教育”なるものの内容規定がなかなか困難な

問題で，りっぱな教師による教育とか，読書興味をつよ

く劇激する教育とか，読解力・発表能力など調和的にの

ばす教育計画をもった学校に在学したなどの常識的な事

項分類の域をいまだでていない。しかし，Gray，W．S．

によれば，小学校5学年以前に学校をやめた者は・成人

になってから，やめた学年以下の読書力しかないのにく

らべ，5学年以後学校教育をつづけた者は，一般にその

最終学歴以上の読書力をもつことが指摘されている。こ

れらのデータによっても，小学校における組織的な読書

指導がいかに重要なものであるかを認識させられる。そ

して，成人の読書にかんする欠陥を勇析した成果を，児

童の読書指導に活用ずる道をひらき，また読書力のない

成人に速修的に読書力をつける科学的方法が生みだされ

なければならないであろう。

　職業もやはり読書行為に大きな彩響をもつ。当…然職業

は読物の選択と解釈に重要な役割をはたしている。その

重要度も職業種別によって変化する。第一には，やはり
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文字に関係あり，実質的に読書することで給料を支給さ

れている教師，著述家，編集者，聖職者，学生などのグ

ループがくる。しかし，これに反対の結果をだしている

日本の調査もある。東北のある都市の公共図書館の利用

統計を職業別に調査したところ，教師と聖職者は最下位

であったそうである。日本においては，かなりアメリカ

とちがう事情も考えられる。インテリは図書館を利用し

．ないで，ほとんど私的購入に読書資料を仰いでいる事実

もある（筆者の調査）。また日本のいくつかの調査は，教

、師の非読書現象をうらがきしている。まだ断定的にいえ

ぬが，‘もし日本においては教師という職業が読書と実質

的に無縁なものとすれば，ゆゆしき一大事ではなかろう

か。第二には，法律家，医者，技術家など，つねにその

分野の新しい成果に追いついてゆく必要のある職業グル

・一プがくる。第三には，販売業・農業・家庭にかんする

．グループがくる。

　経済状態は読書行為にどのような影響をもつかといえ

ば，upper　middle（中ののの収入グループが最も安定

した読書階級であるらしい。その両端に下降線をえがき

ながら，富裕グループと貧困グループがくる。この下降

線の解釈も両サイドによってちがう。つまり，富裕グル

・一プにとって読書はも！まや報酬性（rewardness）をうし

ない，貧困グループにとっては高嶺の花であるにすぎな

い。“功成り名遂げて銭形に親しむ”はこの解釈にした

．がうべきか。

　また一般的に既婚者は未婚者よりも読書行為が減退す

ることが実証されている。

　以上成人の読書行為に影響をあたえる各要因につい

て，研究調査の成果のごく一部分を紹介したにすぎない

が，ここで忘れてならぬことは各要因が複合して読書行

，為に影響を及ぼすということである。たとえば，農村婦

人の読書を研究するには，性別・年令・教育・職業・既

婚・未婚・経済状態・社会状態などが相関的に研究され

なければならない。じっさいに，さきにあげたWaples，

Berelson，Bradshawの研究，PLIの調査，あるいは

LinkとHopfの研究など，いずれもこれらの要因を単

25
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　　　　　　　　　　成人の読書にかんする研究序説、

独に，あるいは相関的に調査している。

　アメリカにおいては，このような平均値によ』る一般的

な読者像をえがきだすことは，ほとんど限界に達して械

るといわれる。つまり，ほとんど必要な平均値はすべで

でており，各調査の結果も相耳に一致しているからであF

る。のこされていることは，これらのデータをつかって

どのように研究を発展させてゆくかである。日本におい

ては，まだ一般的な読者像を規定する基本的なデータが

とぼしいといえる。ついでながら，このようなデ‘タを

入手する調査方法は・ほとんど面接法もしくは質問紙準

である。

読書の．粘場”の研究

　この分野においては・（1）読書材の供結機関の地理的分，

布と，（2）それらの機関（書店・図書館・売店など）その

ものの研究に二大別される。

　（1）については，機関の偏在性が実証される。つまり，、

大都市のごとく書店という供給機関の一種類にめぐまμ『

ているところでは，他のどの種類にもめぐまれており，

逆に一種類の機関にめぐまれぬ地域は，他のどの機関に

もめぐまれていない。一（2）についていえば，各種類の機関

の利用の順位は，地域社会および利用者の特質，たとえ・

ば学校組織の整備，地域の生産性あるいは学生・往会人一

の別などによって差異が生ずる、。アメリカにおいては，一

一般的に公共図書館と書店が成人に対する読書材の主要

な供給源であり，つぎに友人よりの借用が位する・日本

においては2まだ全国的な標準はもとめられてい1ない

が，図書館の利用統計などから判断するに，公共図書館

はかなり下位になるのではなかろう．か。

　っぎに日本において問題となるのは，教育においても

考えられることであるが，日本の家庭内における学習空

間ないし読書空間（Lesensraum）の利用性いかんという

ことである。日本の家屋構造はもちろん，とくに戦後め

住宅事情の悪化は，成人の読書空聞の確保というこ「とを

きわめて不安定な条件下においている。したがって，一ヂ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヘ般成人の家庭における読書はいちじるしく制約されてい
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読’書　‘科　学（1．1）

る。も「ちろん青少年の読書生活も大いに影響をうける。

ば日本の公共図書館の利用率で学隼がほとんど大

部分をしめるのは，学習空間の問題が大きな一つの理由

ヒなるども考えられる。また，これは読書空間とも，つ

ぎの読書内容の問題とも関連するが，近代生活とくに都

市においては，ユニークな読書の黛場”が出現する・っ
　　　ロ
ま．め都会のサラリーマンは，通勤の乗物が最大もしくは

唯ずの読書の樵場〃で，その読書の生態も興昧ぶかいも

1めがある。　（筆者調査中）

　　』読書内容の研究

畿1しゴ

瓢　，

紅　　　　lr　し「『

お　　リヘ
ゐ

馨㌧∵
～　！　，醍一，

継、・．．
遵、・

雄｛浮へ　、

嚢鷹1
駆1ヅ覧一「

レ　　ε㌧、’．

　　1　ε，，1．

　きン「

ノ♂

欝憂

　　一

　　　．』、ここでは主として読書材の種類と質および相対的な読

　　　1書量がとりあげられる。たとえば，コミュニケーション

　　　　q各メディァに？》’て比較的な時間消費率をもとめる

　　　』と，，ヲジオ聴取49％，新聞21％，雑誌11％，図書8％，

　　　』映画11勉報告されている（Link＆Hopf）・また読

　　　・書内容を主題別に，たどえば十進分類法にしたがって分

　　　，一ける調査もおこなわれているが，これらは蟻読書主体の

　　　　研究”と相関的になされているものが多い・Asheim・L・

　　　　などがするどく指摘するごとく，出版社は民衆の欲する

　　　，旭のをあてがい，こんどは民衆は出版社のあてがうもの

　　藍一を欲するようになるというジレンマが存在している。た

　　　　とえば，図書・雑誌ゐ内容が時代の変るにつれて，民衆

　　　1の欲するままに生産的な内容（たとえば立志偉入の伝記・

　　　　産業英雄の伝記など）から，消費的な内容（たとえば芸

　　　　能・スポーツの花形など）にうつってゆき，こんどは逆

　　　　に民衆が芸能・スポーツなどの花形を内容としたものに

　　　　ズ　　　　・すすんで中毒的症状を呈するようになることが調査され

　　・＼，ている。

　　　　　，またエドガー・デァルなどが結論づけているごとく，

　　　　塾ものを読むということは，見る・聴くという過程と基
　　　　ノ
い添鰹変りはない”という立場から・＜印刷物＞と

ガ、ゾ、《視聴覚資料＞との相対的な特性酉研究されている。

箋
　　　　　　ド、　　．¢azarsfeld，Doob，Waples，Berelson，Klapperなど）r

　　　　　1
　　　　ゴ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　む　　　　　　　　　　　　　・
　げ　　　　　』

　　’　　ド

霧ごて澹く　関係の　印刷物の　あげ

欝以1
麟孟略、

鳶噛’1

》ス、．
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醇
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（1）読者が速度・時間・方法などを自由に調節するこ

　とができる（7洗6γ6σ46760π！〆oJs！h召εκρos％76．）。』

　映画やラジオにくらべて，読者は自分のぺ一スに合

　わせ亡，とばしたり，止めたり，再開したりするこ

　とができる。

（2）くりかえしが可能であり，また実際にそうされる

　ことが多い　（Eゆo鋤紹甥の加側4ρノ陀η歪s7ψ

　御膨4．）。映画やラジオなどは，時間的に固定してし

　まうが，印刷物は記憶をたしかめたり，内容を再検

　討したり，楽しみを再び経験したりするために，く

　りかえし利用できる。ここで印刷物は累積的効果と

　レファレンスのための利用性が一段と可能になる。

（3）あつかい方がより完全になる　（丁紹説翅6窺卿σツ

　加∫％ll砂．）。ラジオや映画は長さに一定の時間的制

　約があり，なるべく多くの民衆を対象としてプログ

　ラムが編成されるので，いきおいその提供の仕方に

　制約がある。印刷物は長さも程度も自由にできる。

　したがって複雑な内容には印刷物がより適してい

　る。

㈲　特殊なアピールが可能である　（S♪顔σ漉躍αρ・

　加αl　JsヵOSsiδ16．）。印刷物は他のメディアにくらべ

　て，それほど内容が標準化されておらず，ヴァライ

　アティがある。したがって，少数者の意見を発表す

　ることも比較的容易であり，またこの“読書科学”

　のように特殊な主題の出版物も可能である。’

（5）おそらくより高く信用されている（Po3εの16976α∫一

　6ゆ76戯gε．）．印刷物はマス・メディアのうちで最

　も古顔なので，“印刷物で発表した”とか“新聞に

　でた”ということは，他のメディアより信用される

　可能性がつよい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　暫

　動機および効果の研究

一26一

　第4番目には当然読書の動機および効果が大きな研究

領域である。しかし，この分野はあまりにも未開拓であ

るといってよい。読書の真の動機は調査対象によって自

覚されていることがほとんどなく，調査の際にあげられ
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る動機は単に表面的なものが多い。また，読書の効果は

累積的なもので，ある時期ある局面をとりだしても一面

的な分析に終ることが多い。よく伝記・自伝や読書遍歴

ものの中に，藻悟りを開いた”とか“決定的なショックを

うけた”などということと，特定著書もしくはその一部

分とのあいだに，どういうばあいにもあてはまる、ような

絶対的関連があるかのごとく書かれている。たとえば倉

田百三が“愛と認識との出発”において，西田幾多郎の

“善の研究”によって人生の悩みを解決したと書いてい

る。しかし，だれでも“善の研究”を読んで倉田百三の

ような悟境がえられるものではない。倉田百三が“善の

研究”を読んで悟境をひらいたのは，苦しみ悩み，その

著書を読んで悟境をひらくまでに球熟していたといえる

のである・読書の効果はつみ重ねの中にようやくその姿

をあらわす。つみ重ねのないところに，目前の報酬性に

よってのみ読書の効果をねらうとすれば，いかなる名著

古典といえども，凡人の耳に達する古池の蛙の音にすぎ

ないであろう。この意昧から，エリートにあらざる円般

人の読書経歴およびその動機について長期間にわたる追

跡的研究が必要となろう。最も重要な分野でありなが

ら，最も研究調査が困難で，最も未開拓の分野である。

総合的視点にたつ読書研究

　以上，読書主体，読書の“場”，読書内容，読書の動

機および効果について，それぞれ個別的に考えてきた。

しかし，読書主体の節の各要因についていったように，

読書行為というものは，現実には主体・場・内容・動機・

効果などがあい関連して成立するものである。したがっ

て，以上のごとき個別的な視点は無意昧とはいえぬが，

一面的とのそしりをまぬがれえない。そこで以上の研究

側面を二つあるいはそれ以上組み合わせて研究する必要

がある。ここに読書の総合的な研究のおこなわれる理由

が存在する。たとえば，常識的に予見されることなが

ら，集団相互間において，読書主体であげた要因（性別・

年令・教育・職業・経済的状態など）を共通にもてばも

．つほど，その読書興昧は近似してくるという現象がみら

27　’

そこに中学校出の彼が読んだも，のは，いや読むど；ろか，

まともに発音さえもできないような難解な文字がならん

でいるではないか。“純粋経験説の立場より見れ1ギ・これ．．

は実に主客合一，知意融合め状態である。物我相忘じ，・

物が我を動かすのでもなく，我が物を動かすのでもな〉・1

…’”などとつづいている・つまり・ここでか9静は

readabilityという条件にめぐまれないで，結局その読書

行為は中断されざるをえない羽目に至る。ここでは，読書魎

主体・読書内容・場の三分野が同時に問題とされているポ

　このように，して総合的な視点に立って研究がすすめら』

れるわけであるが・その研究側面も主体・場・内容？動．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　蒸

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，デ’i！擁

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ね　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’．　一1♪嘱
　　　　　　　　　　成人の読割こかんする研究臓 ．講

れる（Waples＆Tyler）・これは読書主体と読書内額、♂』噸

研究が複合されている。しかし，それでは人びとはその　◇評

興味によって実際の読書を却こなっているであろうか6＼，冒

WaplesとCam・vskyは・チ”クリストにしめされ，』因

た興昧と実際に読書したものの報告と螺合しだ蘇．、』一酋

かならずしも一致しないことを実証した。人びとがそ6
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　聡，瀞
いだく興味の線にそって読書するのは，読物が手にとり『∴，躯

灘灘綴臨灘謙☆1
したものであった。つぎにその読物が読みやすく（re組一

able）なければ実際の読書行為は成立しない・人が勉譲

読むかを決定するものは・まず第一々こaCC繭h1’サ〈手△｛憲

にとりやすさ・近づきやすさ・接しやすさ）・？ぎに胞麟

readabmty（読みやすさ），最後にはじめてint¢rest、（興、望織

んでいるものと仮定していただこう・彼々またまたま一境7』、錯

と認識との出発〃を読んで，光明の書として楡善の研究伊　言

を知った。しかし，その本が家にも町の公共図書館にも．、、．

なく本屋にもない・友人ももつていなレ’・つまり雛歌∵憾

sibi1’tyの条件が熟していなレナ鳳彼の読書行為が容∵蓑

易に成立し塗い・ま左・その本がたまたま父親の書棚に』』趨

ならんでいた，つまりaccessibilityの条件がととのづ一た『～、♂

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Fl、
とする。そこで彼は一気に入生の悩みを解決しようとダ．P　l

胸をおどらせながら喩善の研究”をひらく。ところが，一，幌

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　！　旨　、』・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、1
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　、機・効果にかぎられるものでない。この小論では紹介す

　　ることができなかったが，歴史的な研究の側面も重要な

　　ものである。たとえば，読書というものを歴史的にみて

　　まらたく相反する二つの目的に奉仕してきたという事実

　　があげられている。つまり，読書によって社会集団内に

園1共通の代用経験を提供し，共通の態度・理想・関心・願

　　望をつちかうことにょって，偉大な結合力どしてはたら

　〆
　　き，・一方，読書によってことなる意見を強要したり，社

r’1ヨ会集団間の差異を強調するこ≧琴よって，社会の崩壊力

　　としてはたらいてきたというのである。つまり，読書は

　社会的に建設的目的にも，破壊的目的にも奉仕してきた

　　わけである己また図書の生産量と図書館における読書量

　Fゴ∫

　　とめ相関関係も，歴史的に興昧ぶかい。たとえば，アメ

　　ザ［カにおV・て1930年以後5力年間は不況のため図書の

　　生産量がかなり減少したが，同期間の図書館における読

　　書量は急激に増大した。『1936年以来生産量は着実に増大

　　したにもかかわらず，図書館り閲覧は減少している。

　　，以上めほかにも，成人の読書研究についての重要な成

　　果がほとんど際限なく発表されているといっても過言で

　　はない。その体系化の方法も人によってかなり差異があ

　多ることも事実である。しかし，われわれの成人の読書研

　究は，はじめにのべた実践上の要請からはなれぬという

　・ことで，共通の広場をもちたいものと思う。筆者として』

　’は1今後，この小論でとりあげた諸問題を各論的に展開

　　レてゆくつもりである。

　　　参考文献

　　　1．Asheim，L．：Research　on　the　Reading　of　A・

　　　　dultS，Liδ7硯y　T紹π43，1：454～461，Apr．，1953．

　　　2・、Berelson・B・3The　Library’s　Public・New　York，

，、　　へ

も

　Columbia　Univ．Press，1949．

3．Camovsky，L．：A　Study　of　the　Relatk）nship

　between　Reading　Interests　and　Actual　Readihg，

　、乙づ67α7ッ　Q％σプ∫6〆乏ソ，4：76～110，Jan．，1934．

4．KlapPer，J．V．：The　Effects　of　Mass　Media．

　New　York，Bureau　of　ApPlied　Social　Research，

　1949．

5．Link，H．C．＆Hopf，H．A．：People　and　Books．

　New　York，Book　Manufacturers’Institute，1946．

6．National＄ociety　of　the　Study　of　Education：

　55th　Yearbook，pt．H　l　Adult　Reading，ed．by

　N．B．Henry．Chicago，NSSE，1956．

乳Schram卑，W。，6孤：↑hePr・cessandEHects・f

　Mass　Cσmmunication．Urbana，皿L，Univ．of

　皿inois　Press，1954．

8．Waples，D．：The　Relation　of　SubjectIntereststo

　Actual　Reading，Z，の7α7y　Q襯7i67砂，2：42～70，

　Jan．，1934．

9．Waples，D．，Berelso血，B．＆Bradshaw，F．R．：

　What　Reading　Does　to　People．Chicago，Univ．

　of　Chicago　Press，1940．

10．Waples，D．＆Tyler，R．W．；What　People

　Want　to　Read　About．Chicago，Univ．of、

　Chicago　Press，1931．

11．Waples，D。，64．：Print，Radio，and　Film　in　a

　Democracy．Chic母go，Univ．of　Chicago　Press，

　1942．

12．Wilson，，L　R．＝The　Geography　of　Reading．

　Chicago，Univ．of　Chicago　Press，1938．
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文章の難易度よりみた適書選択の基準にっいて

文章の難易度よりみた適書選択0）基準について（試案）率
「「、，

庵

兵庫県佐用中学校教諭

造

　 一
．
研 究の目的と構成

　読書指導を正しくおし進めるためには，，まず第一に子

ども・の欲求と能力に適合した図書を選択し提供すること

から出発しなくてはならない。この適書選択の客観的な

手がかりとして，読書レディネス診断テスト・誌書力診

断テスト等の多くの標準読書テストが，わが国でも作成

され，一人ひとりの読書能力を的確に把握しうるように

なったことは，この問題を解決するための大きな前進で

あった。しかし，読書の主体である子どもの読書能力は

ほぼ完全に測定されても，半面，読書の対象である図書

の難易度，即ち読み易さ（Readability）を測り得なかっ

たならば，適書の判定選択において十分とはいえない。

読書力テストによって，読書学年，即ち，その子どもの

読書力の発達が何学年に相当するかを知って，それに適

合する図書を選択する場合，・一応直観的に難易の程度を

判定し得ても，そこに客観的な手がかりがどうしても必

要になってくる。

　勿論，現在出版されている図書には，何学年向きと銘

打たれ，高・中・低学年向きに区別されているものも少

くないが，これらが決して完全なものと言えないことは

われわれが日常経験するところである。又，子どもに読

．ませる文を書く者の立場からも，験経にたよって適当に

あんばいしてわかり易く書いてはいるが，やはり客観的

な難易度を示す尺度が求められる。

　これが，私がこの研究を思い立った理由であり，目的

である。勿論，計量的に処理することの困難な人文現象

の中にあっても，『言語』は人間の思考を規制し，思想

を媒介する最も複雑微妙なものであり，　『言語を部分に

分つ計算的方法では言語構造はわからない』というウオ

ルフの言をまつまでもなく，これを数理的に計量するこ

とは，多くの困難と無理をともなうであろう。しかし，

科学的に分析し客観的な基準を得るためには，どうして

苓　On　the　Criterion　of　Book　Selection　from　the

　Viewpoint　of　Difficulty　of　Sentence

＊＊By　Iwao　Anzako

　　　（Say6Middle　Schoo1，Hy6go、ken．）

巖＊＊

29’

／

も質的なものを捨去して，量的に処理することによらねピ

ば不可能である。

　目的は異るけれども，F文章を数理的に分析すること．

は，わが国においても波多野完治氏等によって試みられ、

ており，またアメリカに於ては，ルドルフ・フレッシ広1

（Rudolf　Flesch）や，　デール（Edger　Dale），シャ ル

（Chall）氏等によって，標準化された読み易さのテス’卜

（Readability　Test）が作られている。

　これらはいずれも文章の通達しよ5とする概念につい

てではなく，書きあらわされた記号としての文章を客観

的に計量して，難易度や文体の性質を分析しているので

ある。けだし，言語の通達しようとする思考の内容を計．

量することは不可能に属するし，又われわれが今必要ど

しているのは，たとえ同一の内容であっても，これを表現

する場合に生ずる難易の差を測定することなのである。，

　さて，『読み易さ』を分析するためにはどうすればよ

いか。フレツ享ユによれば，読み易さの指数（Reading：

ease　score）を算出する要因となるものは，一文当りの・

語数と，百語当りの音節数の二つである。即ち，文長と

語彙の難易r英語において，音節数，即ち一語の長さは

難易度に対応するとみなされる一を基準としている。ま

た，アーヴィング・ラージやデP一ル，シャル等のテスト

も，文長と語彙をとりあげている点は同じであるが，ぞ

の測定法において異っている。即ちラージは，文長と，

前置詞句と，七六九語の易しい語彙表を基準とし，デー一

ル，シャルは，文長と，三千語表を用いている。’これら

の方法について，フレッシュは，、制限された語彙をもっ』

てしては，自然な判り易い英語で書くことは望めないし，

又，書かれる主題と語彙とは不可分のものであるから，

このような狭い語彙のみを基準に採ることは適当でない1

としているが，実際にテストする場合においても，、一々

このような表と比較して，使用語彙を検出することは煩』

雑であろう。

　さて，これを日本語の場合に引きあてて考えればレど

うなるか。

　先ず文長であるが，波多野氏が述べているように単純．、

な表音文字のみから成る英語と異つて軌語数や音節数で’
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　　　，謙，書・智、学（1．1）

　　　，こ纏決定することは極めて困難である・そこで・最も

　　　』訂算し易く・又常講的に文長を表わす「字数」をとるこ

　　　「と・が妥当であろう。次に，語彙の難易を，音節数や，出

　、、．ゑ度表に基づいて検出する方法は，漢字という表意文字を

む．ド，仮群ないまぜて用いているわ紡れの日本言吾には適用

離たーL、1出来ない。例えぱ，信頼し得る標準化された語彙表によ

一睡』，1づ．て，最も頻度の高い、r箸』という言葉をと咄してみ

　㌧二・ て転これが漢字で書かれた時と，仮名で『はし』と書か
’蕉，、・，献場合とでは，その読み易さは全く異るからである．

　歌一麓また，単語の音節致による比鞍を問題にするとすれば，

　、．1　、む「し、ろ漢字の画数もしくは漢字の学年別配当表のごとき

　　　ものに依るべきであろうが，これは実際上の煩雑さから

　、ぞ採角する、ことは出来ない。結局，1実際的にみて，文中に

　　　含まれる漢字の多少を考えることがまず妥当であろう。
　㍉「血

紫・．薦川直義氏は・r朝日新聞調査研究室」の調査鶴じ

　ピ流め多くの人々の研究から帰納して，文章の難易の要因を
無・，恢の三つにまとめている・

！続1：講歩の長短』

　　　　　　3．・構文の複雑単純

誌C．｛1』・これは，3を除けば，以上述べてきたところと一致す

罫鼎♂　るφ構文の摂雑さは・文章の長さと相関度がきわめて高

　吾』・いことを考えれば，結局文長と漢字数の二つの要因によ
　　　ピド　む

　茸，』’ドら』て文章の難易度を測定しうることになる。
　リ　　　ミ　ヘ

　、ン、，　二．，調査の方法と結果

　ゼ』・　しからば，この二つの要因を尺度として難易度を測定

欝，㌧1』1するとして，何を基準とすべきか。　　　　　、

転ll・あ蕪黛諏顯雛獅碧露ぞ
　　　』　　　　ア　リ　　　ヒ　ヤ　　　　　　　　　　　　ロ

　ら』…』実施して，統計することによって標準化されるであろう

　　　　炉，こΣでは読書の客体たる文章の難易度を測定するの

　　　、述あるから，どうしても，多くの文章から統計的に帰納

　ご』㌧』一するよ一り他はない。この場合，何を資料として調査を行

1濠難麟雛轍壕魏
　　　　　P

欝、．　　　先ず県下においても全国的にも採択数が多く，子ども

藪∵．妨の読書経験におい丸最も広くその基底となってい

銭　　・ると考えられる学校図書の「小学生国語」の31年度版
鍵ll』』・・の全巻から，無作為見糊一づき15・4個の文

　∴∵毒脚いて・・それを統計した・その量的結果は・次の第

溶．∬一風第二表のとおりである・

　　　　、 「標準偏差」、は，いうまでもなく平均値を中心にしたば

　　　・らつきの程度をはかるためのものである。また漢字比率

“ぐ宮、・、4‡瀦一表に示した字数の中で漢字の占めるパーセンテ

麟．し．1．て一ジ云あ為。これを図示すれば第一図のようになる。こ

第一表　文長統計表

＼象」123
蒜報圃乏3・8131・2

標準偏卸381＆8・1叫

4 5 6 全

34・1
35．2 37．431．07

14．り 15．6 21．116．15

第二表　漢字数統計表
，

年
1 2

一文当りの
平均漢字数 0．26 1．64

標準偏差 0．65 1．72

漢字比率 1．77％ 6．86

3

4．09

4

6．28

5

7』72

6除

8．57

λ77岡4941虚16
i13・61

18．18

15・35

4．85

21・8gi2λ8611凱24

xにみられるように，文長の変化は，．1，2，3年に郭い

て相当著しく，4，5，6年の後半においてゆるやかにな

っている。．これは，子どもの心理的発達に照応するもの

で，例えば阪本一郎氏の基礎読書力診断テスト中の基本

文型の理解における学年別得点の推移を見れば，これが

50

第一図 はっきりす
る。同テスト

の結果におい

ても，4・年生

で一応発達の

高原に達して

いるのであ
る9

　次に漢字の

ふくまれる比

率の変化をみ

“

㈹

30

20

10

字

口字数（文長）

■拠字数
一・一漢字比率

ク

％

30

20

10

125456全・掌年
ると，これも3，4，5学年の中学年に多くなっている。，

このことは，当然教育漢字の学年別配当と関係があり，

資料に用いた教科書のみではなく，多く．の検定国語教科

書の平均においても，文部省試案においても，4年を中

心とした中学年に多くの漢字の学習を課していることと

照応する。

　それでは，第一表および第二表に示された各学年の標

準み読み易さをもつ文章とは，具体的にはどのようなも

のであろうか。次に教科書中から，平均に最も近い実例

を抽き出してみよう。

1年（字数15字　漢字数なし）

　，ぼくは，たまいれのえをかきました・1中　61頁

2年（字数24字　漢字数1字）

　あの山のむこうのうちへ，てがみをとどけにいくのだ

　よ。　　　　　　　　　　　　　　2下　79頁

3年（字数31字　漢字数4字♪

一30一 30
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　この学級の人たちのかんがえかたは，どんなところが

　いいと思いますか。　　　　　　　　3，上　22頁

4年（字数34字　漢字数6字）

　や・6ぱり，町の音の中から，おとうさんの働いている

　すがたを思い出しています。　’　4上151頁

5年（字数35字　漢字数8字）

　整理係は，これはいい記事になると思ったげんこうに

　ついて，話し合いをしました。　　5上127頁

6年（字数37字　漢字数9字）

　さて，ここで，映画のシナリオについて考え，放送げ

　きの台本と比べてみたいと思います。　6上82頁

　さて，以上によって一応難易度の基準が得られたが，

次にこれらの結果，をどのように適書選択に応用するかを

考えよう。

　　三．難易度の測定と応用』

噂　第一表によって，われわれは各学年の文長平均一と文長

偏差値を知ることが出来た。今測定しようとする文章の

’平均字数を求め，これらの値を次の公式に代入すること

遭こよって文長偏差値が得られる。

　文長偏差値

　＝’（資料の平均文長一掌葦学年の平均文長）×10＋50

　　　　　　　　標準偏差
　また，第二表の数値により，同様にして漢字数偏差値

を求めることが出来る。

　漢字数偏差値

　＝（資料の平均漢字数一当該学年の平均漢字数）×10＋50

　　　　　　　　　　標準偏走

　これらによって，剖ろうとする文章が，その学年にと

って，どの程度長いか，短いか漢字はどの程度多いか少

ないかを知ることが出来る。難易度は第1章にのべたよ

　うに，これら二つの要因から決定されると考え得るから

これら二つの値の和をとればよいことになる。勿論，こ

の二つの要因が同一程度に働くという証明は出来ない

が，といって加重平均を求める根拠もない。ここでは標

準偏差も考慮に入っているのでフレッシュの方法などを

参考にして，

第三表

文章の難易度よりみた適書選択の基準につい七、・’

　難易度＝文長偏差値＋漢字数偏差値

で求めることとする。さて求められた値は，各偏差値が

50を基準平均値としているので100を基準とするごと・

になる。そこで，多くの標準検査の例にならい1100を、

中心にして第三表の如く段階をつけることが出来る。

　次に，実際これを用いて難易度を算出してみよう。1［

学図「四年生の社会」下（小社409）97頁以下99頁ま、、

でに，次に掲げる文がある。

　ギ、だ
．1』黛

ゼ
，

㌧子鰯

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の　もともと三日市町は，市場町からおいたち，多くの店

がならび，この地方の商業の中心地として，やくわりを、

はたしてきましたが，これからは，、もっと工場をふやし

て，いろいろな品物をつくりだすような町にしたいもの

です。いま工場といえば，石山のセメント工場と，おり

もの工場の二つしかありません・セメント工場は，、近く’，

機械をふやし，ずっと大きくするけいかくだそ、うですQ

（以下7文略）

　4年生にとって，この文章の難易度はどうであろう・乙

か。まず，資料として10イ固の文章を採って，総字数と

漢字数を数える。総字数488字レ漢字数105字，従って

一文当りの平均値は夫々48．8字，10．5字となる。「これ7

を前記の公式に代入すれば　　　　　　　　　　　一　』

　文長偏差値＝（48・8－34・5）×10＋50，＝59．5

　　　　　　　　　14．9

藻字数偏差僖一（1α5青1お18）×10＋5・一5隻・6、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　難易度＝＝59．5＋59．06＝118．5……第三表により難・しい，

年

大変やさしい

や　さ　し　い

標 準

むずかしい

大変むずかしい’

1
87』

以下

88鋪84舅 78～
　92

91諾儲19輸

105～
　112

106～
　116

113噛117
以上．．以上

108～
　122
123
以上

70～
　89
90～
110

111～
　131
132
以上

69～
　89
90～
110

111～
　131
132
以上

59～
　85
86～
114

115～
　141、

142
以上

￥

’　・・

蟻

　鯉イ　偽

，

、雌

　　譲，
　ン図、

’』論・

　この文は，4年生にとって，文長においても，漢字の

使用においても読みにくいということが判ったわけであ

る。社会科や理科などの教科書が読みにくいために，，読…1イ

み方の指導に時間をとられて困るという現場の嘆きが屡・，1

々聞かれるが，この難易度の計算によっても，それが実

証された、わけである。

　次に，子ども図書館かり，．「おもしろい理科三年生」

（中山信夫著　大日本図書　昭30刊）を引き出してみよ’

う。この本は「子どもたちめ心の発達によく合った理科，

の読み物」（同書あとがき）として，すぐれたもののr一『’，、

っであるが，数人が項目別に分担執筆しているたあ，難

易度にむらがあるように思われる。　　　　　・　　、㌧

　この本の最初の4頁5頁には「しっぱいした天気よほ1．

うの名人」という題で次のような文がのせられている。、．

　徳川しょうぐんが，旧本の国をおさめていたころのおト

話です。徳川しょうぐんは，江戸（いまの東京）のおし

ろにすんでいました。あるとき，この江戸のおしろに，一・
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読書科学（L，1）
こ日本『じゅうのとのさまがあつまりました。似下7文略）

　10個の文をとうて計算すれば，次の，ようになる。文長

平均39．1字　漢字数平均3．，9字。　これを公式に代入す

・
、

れば，

丈長偏差1直一（3傷1－31・2）×10＋5・三56．4

　　　　　　　　　　12．2

｝漢字数偏差値二（3・9一生07）×10＋50＝49．32

　　　　　　　　　　2．77

　難易度＝＝105．72……標準

　この文は，や』文長が長いが，漢字はむしろ少ない。

・3年生には適当な読み易さをもっていると考えられる。

　次に同書の10頁を開くと「まほうつかい」という題

、で次のような文がある。

　お日さまが，かんかんてっていました。文吉くんは，

　じょうろに水をくんできて，「ほ・ら，雨をふらせるよ。」
　し　　ヤ

　といらて，すこしずつふらせました。　「もっと，たくさ

んふらせて。」おとうとはねだるようにいいました。文

rl吉く磯，どんどん雨をふらせました・rゆうだちだよ・

　ぼら，ピカピカ，ゴロゴロ，ピカピカ，ゴロゴロ，ごろ

．ごろさまがおへそをとるよ。」文吉くんはかみなり，のま

　ねをしてどなっていましたo

＼

　この文は3年生にとって，どうだろうか。

文長平均・＝21．2　漢字数平均二1．5

文長偏差値一（21・2－31・2〉×10＋50－41．97

　　　　　　　　　1∠．Z

漢字数偏差値一（1・5409）×10＋50－4住7
　　　　　　　　　　2．．77

　難易度＝82．一67………やさしい

　この文章は，文長も，漢字数も共に少なく，3年生に

とって，易しすぎるようである・

　それでは，この文は2年生にとってはどうであろう

か。同様にして計算すわを茜

　文長偏差値＝47．1漢字数偏差値＝49・2

　難易度＝96．3………標準

　この文は3年生よりもむしろ2年生に適当しているこ

、とがわかるo

　また1年生にとつては，

　文長偏差値＝58．5漢字数偏差値二69．0
’
難
易 度＝127．5………大変むずかしい

　これは，むしろ当然であろう。

　無幅が限られているので題わずかの例しかあげること

が出来なかったが，この他に多くの計算によって興味あ

る結果を得ることが出来た。たとえば，学年別に刊行さ

れている児童雑誌の文章の中にも，必ずしもその学年に

適合しないものも相当数にあることや，聖新聞・雑誌のこ

ども欄の文章が，小学生を対象とする限りにおいて一般

にむずかしすぎることなどが見出されたのである。

　また，この基準の妥当性を逆にたしかめる意味におい

て，各学年の子どもたちによつて現に最も多く読まれて

いる図書の文章の難易度を，計算してみることも行って

いる。これは，前に述べた子どもの読書学年を読書力診

断テストによって確め，それとの相関において考えなげ

ればなら・ないが，現在のところ略々相応した結果を得て

いるo
　また，この基準の今一つの効用は，子どもを対象とし

てものを書く場合の尺度となることである。使用漢字に

ついては，さすがに小学館「学年別配当数比較表」　（昭

和26年）講談社r児童雑誌用漢字表」（昭和25年）な

どが用意されて注意がはらわれているようであるが，更ρ

にここに示したような難易度が考慮されれば，一層子ど

もたちにとっての『適書』が数多く生まれるのに役立つ

であろう。

　　四．むすび一限界と今後の問題点

　はじめに述べたように，このような基準をうちたてる

ことには，大き准矛盾と限界があることはよく承知しな

がら，盲蛇のたぐいで，おそらく無謀とも言えるこの不

完全な試案を提出して，諸賢の御批正を仰ぐものである

が，小論を閉ずるに当り，二，三のことを付記しておき

たい。

　この試案の最も大きな限界は，すでに述べたように，

表記ざれ印刷された字面のみを対象として，「ことば」の

本体である意味の世界へ入ることが出来ない点にある。

もとより，内容と表現とは分つことの出来ない「ことば！

の両面であるが，又一面から言えば，同一の内容でも，

読者の能力に応じたわかりやすい表現をすることによっ

て，コミュニケーションをより完全ならしめることが出

来る。教育の立場からは，この面が特に強調されねばな

らぬと考える。こどもが，その心理的発達に応じて，ど

のような内容の読物に興味を抱くかについては，阪本一

郎氏等のすぐれた研究があるが，小論の目的とするとこ

ろは，やや視点を異にし，それらの読物が文字に表記され

た場合の字面の読み易さの基準を求めるところにある。

　、しかし，単純に字数の長短を以て難易の尺度とするこ

　とや，漢字の多少を以てそれを測ることには多くの問題

がある。例えば，いかに漢字がなく，文長も最短にちカ）

いといっても，かの日本武尊の「あづまはや」の一句は

決して易しいとは言い得ないだろうし，・17音詩といわ

　れる俳句ゐ難解さは世界に有名である。また，文章の種

　類によづて，例えば事実を客観的に伝える科学の分野に

一32一 32
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1　、1

おける報告のごときものと，空想的野情的な文学の文章

とを，同じ基準で論ずることにも多くの問題があろう。

　また漢字を調べるにしても，ただ量的にだけではなく，

既にあげた学年別配当表とか標準語彙表などを用いる方

法も考えられよう。

　また，尺度を作成するにあたって，現行国語教科書の

みを根拠としたことについても異論があることと思う。

　これらについては，勿論今後の研究にまたねばならぬ

のであるが，ただわれわれ現場の読書指導にあたる者に

’とっては，いかに理論的に精緻なものであっても，実際

において繁雑で手軽に利用できないものでは意味をなさ

ない。この意味において，あるいはこのさエやかで不完

全な基準も存在を許されるのではあるまいか。

　多忙な校務の・寸暇をぬすんでの仕事なので，中学校の

部分は手をつけながら完成することが出来ず，又一麦計

算する煩をはぶくための数表若くは計算図表の必要も痛

感しながらこれを果すことが出来なかった。また科学的

教養の不足のために，誤りを冒していることなど，お気

づきの点があれば，御教示を賜わらんことを切にお願い

してペンをおく。終りに，この未熟な研究を本誌に発表

する機会を与えて下さった文部省の深川恒喜先生，研究

にあたって一方ならぬ御指導を賜わった兵庫県立教育研

本校生徒の読書生活の実際

究所の渡辺やすゑ・佐用中学校長横山幸作・兵庫県敦萎

の高橋康，高橋虎夫，枚田小学校長有本二郎め諸先生方

に厚く謝意を表する。
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本校生徒の読書生活の実際＊
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、

刑

東京都久松中学校教諭

部

　本校の生徒が，どのような読書生活を展開しているか

をあげるにあたって，まず本校の生徒が，どのような地

理的環境の中に，日々の生活を営んでいるかを理解して

いただく事が必要と考える。

　1　地域の特色　本校の生徒の通学区域は，中央区の

東北端に位置し，東部は隅田川をはさんで，京浜工業地

帯の｝区画としての江東工業地区に相対し，北部は台東

区に接続している。江戸時代の五街道の一としてし興州

街道に沿う，いわゆる街村から次第に町並みを整え，問

正 一＊＊

屋街としての色彩を強く打ち出して今日の発展をとげ，．

東日本を商圏とする東京の，代表的な大問屋街を形成し，

ているQ

　したがって家庭の職業構成をあげると，

　　　　　（第1表〉　本校の家庭の職業構成

嶺

・還革

蟹r

　　訊㌧、7

　　》
て　　　　　　　　　おオ

　環ざ
、鐙

＊　The　Actu士al　Conditions　of　Reading　in　My

　　の
　Schoo1
＊＊Sh6zδOsakabe

　　　（Hisamatsu　Middle　School，Tokyo）

　　　建築　製造　金融　サービ　自由　交通　その
商業工業工業業　ス業業　業　他

65％3％8％1％・7％　7％3％6％

33

第1表で分るように商業が圧倒的に高い率を示してい

る。この商業の大部分は，問屋である。これらの問屋で

扱われる商品は，せん維類，化粧品，文房具，零もち

ゃ，雑貨，金物類である。
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統』書科学（1．1）

．2　生徒の読書生活の実態を知るために

　適切な読書指導がなされるためには，まず生徒の読書

に関する実態を正しくとらえることが必要なことについ

ては，改めて説明するまでもない。そのため，本校が，

毎年行っている調査をあげれば

　（1）調査内容

　　　　　（第2表）　　調査問題一覧表

羅1ない1専㌔
机

る

共　　同

ない1
あ る

専　　用 共　　同

捌ない1専㌔ る

自分の家から20分以内に本屋が
共　　同
通学の道筋

ないi副副副劉細ある1な・・
、劇あ近誓に1あ裏か、、1あ借暑た1響、、

図書館や貸本屋以外に本をかして
くれる所やみせてくれる人がいま
すか

ある ない

家庭でとっている新聞名 家庭でとっている雑誌名

4
5

1含

馨肝裳誰鴇藷を義講時酋
の1

時　　　　　　　　　　　　　　夕食後就寝迄　　　　　　　　帰宅後夕食迄　放　　課　　後

読
書
の

場
所

映

画

音
楽
会
滋

劇

家

学
校

紙
芝
居

そ

の

他

回

数

誰
と

机の上で穿ろん

教　　室 校　　庭

乗物の中
月5回以
上

年5，6
回ぐらい

月4回ぐ
らい

年3回ぐ
らい

食事中響この

屋　　上 図書館

歩きながら

月3回ぐ
らい

ほとんど
いかない

月2回ぐ
らい

ぜんぜん
いかない

坐って
（机なし）

その他

その他

月1回ぐ
らい

家族の人娠人と1一人で融護鯉人

よ　くいく

〃

〃

たまにいく

〃

〃

ぜんぜんいか
ない

〃

〃

読書量（項目）
哲学：，宗教，思想

蔵書量（項目）
辞書，事典

の

京きますiいつも1時 々1鯨釧耳度もな

公 行き始めた動機は，誰にすすめられましたか
山
ユ 両親1兄輪生1友蜘舶分で1その他
図

主に誰と行きますか

書
館

一人でi友人と隊族とi知人と その他

主に何を読みますか

小 訓轄参考劃その他（辞典）

あなたは新聞記事のどの部分をよみますか

新 政 治
論
その他

評 ズポーツ 広 此
口

聞 経
．

済 小 説 漫 画 ラジオ番組

記
事

社 会 学 ゴ
五

姦の纂 天気予報

社 説 映
演

画1
劇 投 書 家庭欄

日 三以 一 一半 二 二半 三 三半 四以

読
十 時

間
時 時

間
時 時

間
時 時’

書 曜 分内 位 間位 位 間位 位 間位 間上

時 平
間

ク
》’ 〃 ク ク ク 〃 ク

日

1
・学校図書館にある本で一番よいと思った本（十冊）

6
2 7
3 8

政治，経済，法律
実業，諸産業

音楽
日本古典

手紙，随筆，紀行
歴史，地理，伝記
理科，数学関係

演劇
スポーツ

美術趣味
マンガ類
童話類
少年少女小説
冒険小説
推理小説
文芸書

詩歌
その他（講談，ユーモア）

哲学，宗教，，思想

歴史，地理，伝記
政治，経済，法律
理科，数学
実業，諸産業

音楽
演劇』
スポーツ

美術
趣味
マンガ

童話
少年少女小説、．

曽険ノ1藩

推理小説
講談，ユーモア

詩歌
日本古典

文芸小説1日本文掌
〃　1外国交掌

随筆
その他

（2）調査実施の方法　H・R単位で，担任にあらかじ

め図書館側から要望しておいた説明の下に，・ングタイ

ムの時間に実施した。ただし，一見して分るように，項

目によっては家庭作業にした。

（3）調査の対象，本年入学の1年生，男生徒179名

34

り
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o

女生徒124名　計303名

　本校では，昭和28年以来，毎年新人生を対象として

調査を継続実施してきた。

　以下，本年のものを中心に，前年までのものも参酌し

ながら，結果についてあげてみる。

　（4）調査の結果と，それが示すもの

　調査1　読書環境

　イ　勉強部屋の有無　本箱，机の有無

　第2表で示した形式での問に対して，勉強部屋につい

ては「ない」とするものは，第3表に示したように，半

（第3表）　勉強部屋舛ついての　　数に近い49％の者で

　　　　調査　　　　　　　　　ある。また，専用は

な　い 一

男
94名

（53％）

女
57名

（46％）

計 151名
（49％）

　あ　　　る

専　用1共　同

9名　　76名
（11％）　（89％）

10名
（15％）

19名
（12％〉

57名
（85％）

133名
（88％）

本校生徒の読書生活の実際，

は，全体の7％に過ぎず，机をもつ者のみについてみ

ると35％が専用をもっている。本箱については，持た

ない者が，全体の5％を示すといった状況で，経済面の

豊かさの一端を示していると言えよう。これらの数字も

毎年のものと比べて大きな変動はみられないα

　・　貸本屋，近所にあるか，借りたことの有無

（第6表）　近所に貸本屋があるか

28年

20％

29年

26％

30年

40％

31年

12％である・に過ぎ

ず，これらの数字が

示すものは，毎年の

ものと比較して大同

小異である。このこ

とは，　をまじめにあげ

た地域性を如実に反

映したものと読みと

ることが出来よう。

＋9％1

　第6表が示すよヲ

に，貸本屋が，飛躍

的に増加しているこ
　　　　　　　　り
とを物語る。

　借りた方も，28年の頃の10％内外から，本年は，37

％と増加している。　本通学区域に限らず，貸本屋の一

般の傾向として，書架に並んでいる本の大半を占めるも

のは，通俗的な講談本や漫画本の類で，その内容的なも

のを考え，しかもそれにとびつきむさ醸り読む子供たち

の姿を思い合わせる時に，ここに読書指導の立場から見

のがすことの出来ない問題がひそんでいるのである。

　調査2　読書状況調査

　イ　読書の時　生徒は一日のどの時間に主として読書

（第7表）　読書の時（久松中）

登孜　字校の　字校の休、放課　帰宅して　夕食後就

前始業前み時間後夕食まで寝まで

懸
．

．ご釜

』1冗～

　驚

誌
　r婚

1、馨

構
憾

・』’難

避
』壷1轟

　し『～

　矯
，一　嚇

　’ぐ

　4転
　遷
　一．ご　噂

堅ン

　即ち，日本の代表的な問屋筋の子弟が多くを占めてお

り，その住居をみると，売りさばく商品が，一年中店先

は公道すれすれの限界線からはじまって，家の中は，廊

下階段はもとより置ける場所は余さず積ま’れている状況

であり，大方は，住込み店員，女中をかかえて家族が多

く，商品を置く場所は作っても，特別に子供のための勉

強部屋は持てないのが現状である。仕入客の出入り，店

員の右往左往，その中での生徒の読書生活を考えると，

この地域の家庭環境は，経済面では問題がなく，年々92

～94％が高校進学，さらにその進路をみるとアルバイト

　　　　　　　　　　　　　　　などすることを要し
く第4表）　机についての調査
　　　　　　　　　　　　　　　ないで大半が大学へ

男

な　い
あ

2％　1％　　0．6％　8％　34％ 46％

活動をおこなっているだろうか。第7表はそれを示した
ものである。読書の時間は夕刻以後にとられている。特

に夕食後から就寝までほ半数に近ヤ・ものが，この時期に

読書時をもっている。この傾向は，当校の生徒に限らず

一般的な傾向と思う。30年度都の図書館教育研究指定校

の板橋区立第二中学校の場合をみても（第8表）夕食後

就寝までをとっているものが最も多い。

（第8表）　板橋二中

　堂校　始字　休み　放謀　夕食　夕食

　前　前　時間後　前　後

．，．梅

阪1、紹

、司職

気
『
、

9名
（5％）

る

ノ　

機

．　轟

女

計

12名
（10％）

21名
（7％）

進学していくことが

出来ている恵まれた

ものであるが，読書

環境としては，山の

手の住宅地と比べた

場合，恵まれてはい

ない。勉強部屋には

恵まれていないが第

4表，第5表が示す

ように机や本箱の状

況になると，それと

は非常に異なったも

のが見られる。即

ち，机をもたない者

4・

専　用

66名
（37％）

33名
（30％）

99名
（35％）

共　用

104名
（63％）

79名
（70％）

183名
（65％）

（第5表）　本箱についての調査

男

女

2名0名5名95名56名197名
　ロ　読書時間　一日平均何時間が読書時間にあてられ

ているかの調査では，第9表に示すように一時間を山と

している。本校における調査では，毎年ここに山があるo

板橋の場合も同様，一時間が山となつている。読書時間

は，季節的なものに支配される場合があると考えられる

（第9表）　読書時間

紛紛罐謹緯謹1

涯

『蝋

群寸

　畠涙

「1∴

　藻

な　い

6％

5％
’

あ る

専　用

47％

共　用

53％

36％・t64％

35
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が
， この調査は本年六月のものである。

，　ハ　読書の場所　読書する場合，主としてどんな場所

で読むかの問に対しての答えが第10表である。

㌧（第10表）　よむ場所

（第12表）　公立図書館の利用

いつも　　　　　　はとんど　　ぜんぜん
　　　　時々いく　　　　　　　いかぬ　　　いかぬ

1％・　11％

1机　上
　」2％

54％ 34％

家

・
〆
配

「
う

醗◇、

　〆ド！『

校11教㈹％室

ね謝で1食淵ね、蒲
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角
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／　　　　　　　　　あるきな　　　　　　　　　　　　　　その他　　　　のりものその仕　　　　　　　　　がら
　　　　　　　　　　　　　　　0　　　　　17％　　　　　　　　　　1％　　　　　　　　　　　　　　　　　　／　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　　－

　家にあって，考えなければな’らないのは，前記の読書

、環境調査であげたように，机は殆どの者が所有している

、にもかかわらず，25％が寝ころんで読む点と，寝床に入

、うてから読むという点である。

　読書衛生の指導がこうした実態からも大きくとり上げ

られてこなければならぬo

　机はあっても，専用の勉強部屋を殆どもたず雑然とし

お雰囲気の中では，勢い節度ある読書態度よりは，気安

一い姿勢で環境と調節している模様である。

　，学校で読む場合の場所については，図書館がえらばれ

るのは当然であるが，教室内で読むもかなりの率を示し

七いる。図書館は自ら収容人員に制約が南り，家庭に帰

、うても，地方からの仕入客や店員でざわついていて，落

ち着いて読書も出来ないとあっては，結局，教室に読書

。の場所を求めることになろう。放課後から5時半ごろま

庵，学校に居のこる生徒が相当に多く見うけられるのが

本棟の姿であるが，（勿論，クラブ活動に参加する生徒

もある）それは，雑踏している家庭環境をきらって，閉

店時刻までを学校ですごそうとする現われである。学校

り図書館や学校そのものを夕刻おそくまで開放しておくこ

と
，

は，地域性を反映したもので，生徒の善導に少からず

寄与しているわけである。

　昌　新聞記事　あなたは新聞記事のどの部分を読みま

すかの問に対しで，第11表で分るように，スポーツ，

（第11表）　よむ記事

政治・経済　社会　社説　小説　学芸　演劇
　　　　　　　　　　　　　　　　　映画

，38％　　10％　　56％　　　8％　　39％　　　6％　　40％

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、
館を利用する者は，きわめて少数の者である。

　これは一年生にとって，事実上十分利用し得る能力に

達していないという事も考えられるが，一面，本校図書

館が相当の資金を開設以来年々つぎこんで，各教科の単

元学習を行なう上に事足るところまで，図書の充実をみ

ていることや，家庭が経済的にめぐまれており，神田の

本屋街に近く，家庭にねだればそれ相当の学習参考書は

すぐ買ってもらえるというような有利な条件が働きかけ

て，距離的にも離れている公立図書館へは足が向かない

ものと解釈される。

　（ロ）主に何を読みますか。たど利用した場合何を読ん

だかについてみると，小説と答えたものが25％と前年

までより増加しているが，学習参考書の利用が前年まで

のものと同様に高い率を示している。これはジ本校園書

館にある　①参考書に適したものを見出せなかったもの

か②参考書で満足できなかったものか③さらに高度

の知識を求めようとしたものか，生徒の個々をとらえて

みる必要がある。

　調査3　視聴覚に関するもの

　イ　映　画

　（第13表）　映画へいく回数

与．

配　監

・’スポ　マン　　　　家庭 　　　天気　　　　　　広告　　　投書一ツ，ガ　　　　欄　　　　予報
一
8
2
％ 70％20％12％10％30％

5回

以上

導

月

％

■　　’

1回

4

2回

26

3回

15

4回

53 2

まんが，社会（いわゆる第三面記事）・に興味が集中して一

、いる。毎年ほとんど変りのない現われで，この辺りが中

学生の新聞を読むコンスタントな行き方と思われる。

　・ホ　公立図書館

　　1イ）利用について，毎年のことながらゴ公私立図書

一36一

　28年，29年，30年とみて，月1～2回が最も多かった

が，本年は，第13表が示すように，月4回が最も多く，

53％と過半数を示している。このことは，映画が生徒に

とっていかに大きな魅力となっているかをうかがい知る

もので，こうした時，生徒をとりまいているものが必ず

しも教育的な香りのたかい映画ではなく，興行上の営利

を追うの余り，俗悪なもの刺激のつよいものが横行して

いることは寒心にたえない。

　誰といくかのことになると，70％が家族と一緒に，

これについでは友人といくであって，27年に全校生徒に

ついておこなった時，三年生が，一人でいくが多かった

のにくらべ，逆の傾向である。

　ロ・音楽会

　男子と女子とでは，音楽に対する興味にちがったもの

が示されている己

　ノ・　演劇

　女子が男子にくらぺ，圧倒的に高い率を示してこの方

面での興味は深い。明治座，歌舞伎座，演舞場を近くに

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　36
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〈第14表）　音楽会につ

　　　　　いての調査

よくい，

く

陛

たまに
いく

いかぬ、

10％

11％

79％

女

12％

48％

40％

G

（第15表）

男 女

よくい
く

5％ 10％

たまに
いく

34％ 82％

いかぬ ．61％ 8％

ひかえ，また江戸情緒を好み

とするのは，地域性の反映で

ある。これに関連して，’この

地域では，女子に対し，長唄

や日本舞踊のけい古事をしこ

んでいる者が多い。

　山の手地域の中学校の学芸

会で，ピアノや洋舞に接する

ことが多いのとは，全く対照

的であるが，これも地域性で

ある。

　調査4　生活規律
　イ　起床　季節によって多

’少の変動はま識がれないが，

午前6時半から午前7時の間

に起きている。問屋街に，近

読書実態の推移

ハ　タ食時から就寝まで　　　　　　　　　　’　』’．．

①夕食　6時～7時半の間が多い。店仕舞の関係もあ

　るようで，かなりの巾をもっている。これも店との関

係で，家族が’一緒に出来ない場合が多いようである・。［

②勉強　1時間のグノレープが最も多く，35％p　f時間

　から2時間が，これについでいる。

（第16表）　勉強時間

　一戸、“

擁
』ぞ　　隻＝一」

恥
．

角！、

30分

18％

1時

間

35％

1時

間半

．23％

2時
間

一20％

2時
間半

2％

3時
間，

1％

3時
間半．

1％

、

在から荷を仕入れにくる者は可成りに阜いようで，商人

の常として勤くとは異なり，客のくる前にいつまでも店

をあけておくことになり，家族の起床は早い。労働基準

法などといっていては儲けそこなうこともある。

　・　就寝　大部分が10時である。9時半から10時ま

でに60％の者は寝ているようである。テレピが家庭に

とりつけられ，それが就寝を遅、くしているということも

ある。

，∵

③ラジオ・テレビ　これも一時間位のところが最も多㌃，，，「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　y　いo
④団らんの時間　30分～1時間が多い。　　　　　　　㌧

　以上のことから，帰宅～就寝まで4時間半から5時　　炉

間，勉強1時間，　ラジオ1時間，団らん30．分，差引い「

て，2時間から3時間というもの塑どこかへ消えている　，、。、

わけである。　－．　　　　　　　　　　　　　　　　、，

　何ということなしに費される時間を更に引いても1時

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セ間半や2時間は何かに使われてよい時間である。こ』に、♪、

余暇指導と読書指導の焦点が集まるわけである。

　以上，下町の生徒の読書生活の実態の一端について述

ぺたo

読 窒
日

実 態 の 推 移＊

一昭和ご十一年から三十年まで一

　　読書世論調査の九年間

ソ
、

　蜜’

／1㌧　　稲
vl一≒みへ填

　㌻弔

　～〆年

　、・♪

　／

許

内

毎日新聞社世論調査部

佐 々 木 碩 哉＊＊ ！

b

　毎日新聞社の「読書世論調査」は今年で十回目を迎え

た。毎年一回であるから十年経ったわけである。現在そ

の十回目の今年度の調査にとりかか？ている。

　毎年やっていると毎年同じことを繰りかえしているよ

うであるが，あとからふりかえってみると少しずつでは

あるが変化の跡が見られる。調査の方法もより高い精度

＊　Transition　of　Reading　Life　of　Japanese

　PeoPle　（1946－1955）

＊＊By　Sekiya　Sasaki

　　　（The　Mainichi）

37

を求めて部分的にあれこれと改められてきたし，調査の、．

結果にも年月の流れをうつした変遷が現わされている。
　　　　　　　　　　　ロ
そこには戦後十年間の日本の社会の移り変りがそのまま’・

示されているようにも思われる。

　「読書世論調査」は毎回書籍と雑誌がどのよ5に読ま』

れているかを中心の題目として種々の項目について調査、

しているのであるが，そのうちでどんな本が大衆に‡づ，・

て良書とされたか，ということにりいて以下に簡単に記’　、

すことにする。しかしその前に調査の方法について少し’、　・．評

触れておかねばならない。

　調査の方法はランダム・メソッドを用いていることは・

一般の世論調査と同様で，対象は本を読む人という特定、　控

‘一37一
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　の層に限らず，一定年齢以上の全入口を母集団としてい

　るo・これは国民の中の読書する人だけについての調査で

はなく，1国民全体を対象とする調査であることを建前と

　しているからで，読書についての国全体の縮図を作るこ

　とを目的とし、ているわけである。ただし第一回の時は本

　を読むものをなるべく多くすくい上げるために「地方別

』緯合文化度」というものを種々の資料をもとにして推定

　し，全国を五つの段階に層化する方法がとられたが，こ

’れは一回だけでやめ次からは純然とランダム方式に切り

　かえられた。そして精度をよくするために産業人口構成

　で市町村を層化したり，さらに都市と農村の読書率で層

化するなどのやり方が試みられたが，調査を繰りかえす

　ことによbて検証した結果，現在は単に地域別人口比で

　層化する方法をとっている。　　ぐ

　　対象の年齢は第一回は数え年十八歳以上であったがそ

．の後二十歳以上に改め，さらに昭和二十六年以降は満十

　六歳以上に引下げて現在にいたっている。サンプル数は

第一回は一万人に限定したが，第二回からは一万七千な

　いし一万五千，調査地点は全国で三百地点を標準にして

一いる。以上は一般調査であるが2これと平行して毎日書店

　を対象とする書店調査を行っている。ヒれは全国で約三

ド百Q書店についておもにベストセラーズを調ぺている。

　，読書世論調査は終戦直後，逼潭した用紙事情や突如と

　して与えられた言論出版の自由，検閲の撤廃などによっ

　で引起された出版，読書界の混乱状態に対して国民がど

　のように考え，どんな審判を下しているかを知ろうとし

　て企てられたもので，　「終戦後読んだ書籍のうち良書と

　して推薦したいものがあるか，あればそれは何か」とい

　う問いを中心に敗戦の苦難にあえぐ国民の読書の生態を

　さぐるため種々の面での質問を提出したものであった。

’以来この良書推薦は毎回続けている。その後日本の社会

　も出版，読書界の事情も大きな変化をとげたが，この調

　査は国民の精神図を読書という現象の面で描くことに役

　立つならばという意味で続けられている。良書といって

，・も一般にあらゆる本を読んだ上で選び出すわけではない

　のはいうまでもないことで，自分が買うか，借りたかした

　幾冊かのうちで良書と思うものをいうのであるから，多

　「’くの人が良書として推している本は多く売れ，多く読ま
　へ
　れた本とい5ことも出来る。また何を良書というかの基

　準は調査対象となった人々個人にそれぞれあるわけで，

　調査の結果は多くの人々はどのような本を良書としてい

　る，かということ，いいかえればどういう本が多くの人々

　．に盛銘をもって迎えられたかということを示している。

　　第一回は前に記したように「あなたが良書として推薦

　したいと思ったもの」というような言葉で聞いたのであ

　』るが，その後単に「良書と思ったもの」からさらに「良

いと思ったもの」’とい5風に平易な言葉に改められた。牝

また一度は「ためになったと思うたもの」と「面白かっ

たと思ったもの」とふたとおりの質問をした，こともあっ

た。しかしいろいろな言葉を使うよりも「よい」という

一見漢然としたような言葉にそれらの意味合いを包括ざ

せることにしたわけで，いわゆる良書というワクにはめ

こむものではないo　　　　　　　、

　「よいと思った本」として多く人のび）げているものは，

それだけ多く買われた本と見ることも出来るのであ，る

が，この調査の主眼嫡読まれた本であってそして何らか

の意味で読んだ人を動かした本を知ることにあるので，

別にどんな本がどのように買われているかの調査を二十

九年度から行っている。これは書店調査に対し買った側

から調べたものとして両々相まってベストセラー1ズの実

態を明らかにすることが出来る。買った本の調査結果ば

良いと思った本のそれとはいくらかの相違を見せ，書店

調査の結果とは大体同じ線を出している。単に買ったと

いヲのと，読んで何らかの感銘を受けたというのとの違

いのほか，良いと思った本としてもあげられたのは借り

て読んだものが相当あることも，両者の違いを作り出す

原因になっている。ついでに借りて読んだものと買って

読んだものについて一例をあげると，昭和二十七年度の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、
調査で「良いと思った本」のベストテンをあげると次の

ようになる。

　　　　　　　　　　　　　実　買　借　そ　無

1．

2．

3．

4．

5．

5．

5．

6．

7．

8．

9．

10．

風と共に去りぬ

三　等　重　役

宮　本　武　蔵

ニッポン　日記

女　の　一　生

ぶらりひょうたん
新
， ・平家物語
大　　　　　　地

細　　　　　　雪

千　　羽　　鶴

人間の歴，史
泣　虫　記　者

数

ハ計
）

167

92

71

44

39

39－

39

38

36

35

33

32

っ　り
て　　て
暑士　　・壬士

況　　覗
ん　　ん

一だ　だ

42　96

22　58

15　46

19　13

8　19
13　21

7　26
11　18

14　141

12　19

15　12

18　10

の　回

他

2
1
0
0
1
0
2
1
1
1
0
1

答

27

11

10

12

11

5
4
8
8
3
6
3

　これでみても分るように一般に借りて読んだものの方

が多い。この表より以下のところで二十位近くまでに買

って読んだ方が多いものをあげると『波』『こ』ろ』谷

崎訳『源氏物語』　『ものの見方について』ぐらいのもの

である。

　「良いと思った本」として回答された書籍を部門別に
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良 いと思った書籍（部門別）

100．0

01
73．6 73．2

76．2 74．7 74．6
文そ
学の
・　他

55．8 芸の
術部

46．0 部門
門

　　昭ニ　ニ　ニ　ニ　＝　二』三　　　四　　五　　六　　七　　八　　　九　　〇
　　和年　年　年　年　年　年　年
分類すると，文学・芸術部門がここ数年来圧倒的に多い。

昭和25年，6年とこの部門は急激に上昇したがその後は

大体横ばい状態で，現在の辺が限度ではないかと思われ

る。文学・芸術部門ではあるが大部分は文学書一おもに

小説である。　図が示すように，昭和24年にこの部門は

全体の46．0パーセyトであったのが25年には55．8パー

セソトとなり26年には73．6パーセントとはね上った。

それだけに他の諸部門は百分比の上で押しさげられてい

る。30年度でみると次の通りである。

教育・宗教・哲学

政治・経済・社会

歴史・伝記・記録

科　学・技　術

文　学・芸　術

そ　　の　　他

計

7．9

4．8

9．0

2．2

74．6

1．5

男

8．5

6．9・

10．1

3．5

69．6

1．4

女

7．3

2．4

7．9

0．8

80．4

1．2

　これに対し24年度は△教育・宗教・哲学17．1△政治

・経済・社会12．1△歴史・伝記・記録12．2△科学・技

術8．5△その他4．1で，科学・技術部門以外は10パー

セソトを越していた。ユネスコの調査でもほとんどすべ

ての国でフィクションが最高を占め，たとえばイギリス

では、60パーセント，アメリカでは50パー一セント1イソ

’ドも60パーセントであるというから　（クーリエ誌2月

号）日本も御他聞にもれないわけである。

　さて．どんな本が大衆によって良い本とされたか。第一

回からふりかえって見ると，文芸作品に偏していること

はいま見た通りであるが，そのほかに213のことがら

を指摘出来るようである。その年の出版，読書界の流行

といったようなものにある程度左右されるということも

その一つで，たとえば24年度（第3回）は記録もの全盛の

年であり，28年度（第7回〉は文学全集が競って出た年で

あり，その影響は文学もの｝辺倒の傾向を一層強くした。

また30年度（第9回）は新書判のペストセラーズの年で，

新書判のエッセー，評論，随筆などが多く読まれている。

39

読書実態の推移

　その年のぺ：ストセラーズが上位を占めるというのも毎

回のことである。それも最初から第5回（『少年期』）ま

では良いと思つた本のトップは書店調査に現われた尽ス

トセラーズのトヅプと常に一致していた。その後そうし

た一致が失われたが，第9回は『はだか随筆』一でまた双

方の一位がひとつものになった。

　上位のペズトセラーは年と共に更新して，良書の表の

上位に2，』3年も止まるものはまれであるが，その一方

に時の経過に左右されない，・いわば彗星に対する恒星の

ような一群があって毎日変らぬ支持を受けている。『細

雪』，漱石の作品，吉川英治氏の『宮本武蔵』その他，翻

訳ものでは『風と共に去りぬ』『大地』『狭き門』とし一・っ

たたぐいである。

　吉川英治氏のものがずば抜けて大ぎな支持を集めてい

る。とくに28年度は2位の『宮本武蔵』をはじめ『新．

平家物語』『親鷺』『三国志』と10位内に4種を数え，男

女に別けて男では1位，2位・（同点で2種）4・位，3位

『太閤記』・を独占している。そのうちでも『宮本武蔵』は

最初は『太閤記』『親鷺』などより下位にあったが，一第

3回から吉川もののトップに出，第4回から第7回まで

男の首位を続けた。（8回，9回は2位）これと肩を並ぺ

られるのはわずかに『風と共に去りぬ』があるだけで，こ

れはとくに女性の支持に負うている。なお大衆作家のも

のは吉川氏の諸作を除いて上位に出ることは稀である。

　作品の映画化や，ラジオ放送が大衆の支持に敏感に影

響することもあげておいてよいであろう。

　男女で支持の方向に違いがあるが，そのうちでどちら

にも偏らず双方から多く支持されるものが上位を占める・

ことになる。

　毎回の結果を簡単に眺めてみると，第1回は終戦直後

の激しい転換のすがたが現われている6長年にわたって

国民の眼から漉蔽されていたものが白日のもとにあばき

立てられ，禁圧されていたものが堂々と陽の目を見るこ

とになりそのようなものが歓呼して迎えられ，そこに大

衆の本当のことを知らせろという欲求や好奇心が殺到し

た。その反面いままで大手を振っていたものが姿を消し

た。文学ものでは宮本百合子の諸作が，漱石や『細雪』

とともに迎えられた。この手のリストは一番ヴァラ土デ

ィに富んでいるように見える。それはこの回の調査方法

が，それ以後と違って読書層に比重をかけていうためと

いうことも一応考えられるが，その影響は過大に考える

必要はないようである。

　第2回は哲学，経済，左翼ものなどは退潮気味で，イ

ストセラーの『斜陽』を筆頭に文学ものが比重を増して

来た。吉川ものの橿頭もその後の傾向を示唆している。、

　第3回は記録ものの年ということも出来，永井博士の
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原爆ものが特に支持を集めた。

　第4回は『細雪』をトップ㌍推し，石坂洋次郎氏，大．

仏次郎氏などが多くの読者を集め，また問題を投げた

『チャタレー夫人の恋人』r裸者と死者』の二つの翻訳小

説が同じように支持されている。

　第5回は再びノン・フィクションの『少年期』を1位

に，r武蔵野夫人』が女性に多くの支持者を見出し，r武

・蔵』のほか『佐々木小次郎』も登場して，一般の時代物

復活1剣豪礼賛の風潮を反映している。

　第6回は『三等重役』『ニヅポン日記』『ぶらりひよう

』たん』などの新刊ものが新鮮味を出し，『人間の歴史』と

乏もにノン・フィクショソものが珍らしく支持を得た。

『千羽鶴』も男女等しく支持している。

　第7回は異常な人気で世間を風靡した『君の名は』が

あるが，そのほかには新刊では見るべきものがない。

　第8回は『女性に関する十二章』と『愛は死をこえて』

の二つのノン・フィクションのベストセラーを上位に押

し上げたほか全集もの「文学」が進出し，大東亜戦史は

戦記もの流行にさきがけている。

　第9回は3年続いたトップの『嵐と共に去りぬ』に代

って『はだか随筆』が登場，一般の読書心理に興味ある

問題を投げた。

　大衆の推す良書

　　良いと思った書籍として回答されたものを回答数の

　　多い順にならべたものが以下の表で，数字は回答の

　　実数である。

＜昭和二＋二年＞　　終戦後読んだ書籍のうち良書として推薦したいと思っ、たもの

　　　　　　　　　＜　男　＞

順位　　書　籍　名

1 愛情はふる星のごとく

・2　凱　旋　門

3卜旋風二十年

4　自由主義の擁護

5　徴悔道としての哲学

6－自叙伝（河上肇）

〃　漱石全集

7　思　い　出

8　経済学大綱

9　風　知　草
10　哲学ノート

”　善の研究
12　細　　　雪

13　愛と認識との出発

〃、』旅　　　愁

〃　新憲法概論

14　人生論ノート

’15　完全なる結婚

〃　キューり一夫人伝

16、播州平野

〃　堕　落　論

17 神々は渇く

〃　伸　　　子

〃　縮　　　図

18　マルクス死後五十年

19　戦争と平和

20　一農政学徒の手記
！

〃　破　　　戒

21．米国に使して

ノ

、

、　　　　　　、　継

、

実　数

　118
　　76

　　70

　　50

　　47

　　46

　　46

　　糾

　　37

　　34

　　32

　　30

　　28

　　27

　　27－

　　27

　　26

　　25

　　25

　　23

　　23

　　22

　　22

　　22

　　20

　119
　　18

　　18

　　17

　　　　　　　　　＜　女　＞

順位　書籍名
1　愛情はふる星のごとく

・2　キューリー夫人伝

3　風　知　草

4　凱　旋　門

5　旅　　　愁

6　伸　　　子

7　狭　き　門

8　細　　　雪

9　女の一生（有三）

10　愛と認識との出発

11　人生論ノート

12風と共に去りぬ

13　巴里に死す

〃　破　　　戒

14漱石全集
15　復　　　活

〃　女の一生（モーパッサン）

〃　旋風二二十年，

16　思　い　出

17罪　と　罰
〃　哲学ノート

18新約聖書
〃　真実ηヒ生きた女性達

〃　天の夕顔

〃　大　　　地

〃　アメリカの女性

19　出家とその弟子

〃　次郎物語
”　もめん随筆

。40一

実　数

　189
　　95

　　79

　　54

　　49

　　46

　　44

　　38

　　32

　　29

　　28

　　27

　　26

　　26

　　23

　　22

　　22

　　22

　　20

　　19

　　19

　　17

　　17

　　17

　　17

　　17

　　－16

　　16

　　16
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二2

23

〃

〃

〃

〃

24

〃

〃

〃『

順位

　1

　2

　3

　4

　5

　6

　7

　8

　9

　〃

　10

　11

　〃

　12

　13

　〃

　15

　〃

　16

　〃

　17

　レ

　〃

　〃

　18

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

41

ヵラマゾフの卑弟

三木清著作集

祖国を興すもの

一夢想家の告白

野呂栄太郎全集

太閤記
西田幾多郎全集

夏目漱石集

政治哲学の急務

風と共に去りぬ

く昭和土十三年＞

　　　　＜　男

　書籍名
太閤記
凱旋門
斜　　陽

親　　鷺

罪　と　罰

宮本武薦

人間失格

三国　志
漱石全集
旋風二十年

第二貧乏物語

破　　　戒

復　　・活

読書と人生

自　叙　伝（河上）

／

　　　　　　　　　　　　　　　　　，
　　　　　　16　　　20播州平野
　　　　　　15　　　21女の学校
　　　　　　15　　　・22　静かなる．ドン

　　　　　　15　　　　〃　戦争と平和

　　　　　　15　　　　〃　竹沢先生という人

　　　　　　15　　　〃　漱石全集
　　　　　　14　　　　〃　完全なる結婚

　　　　　　14　 〃母（ゴリキー）

　　　　　　14」　　　〃　自　叙　伝（河上肇）

　　　　　　14　　　　〃　自由主義の擁護

この一年間に読んだ書籍のラち良書と思ったもの

＞　　（年齢別）
計’18盤30難如歳一不明

愛情はふる星の、ごとく37

14播州平野
若きウェルテルの悩み15

19入生論（トルストィ）11

人生論ノート

出家とその弟子

大　　　地

赤　と　黒

哲学ノート

転落の歴史

女の一生（モゥパッサン）

レ●ミゼラフ“ノレ

晩　　年

天の夕顔
望みなきに非ず

旅　　愁

風と共に去りぬ

遙かなる山河に

53

4・7

僻

41

33

31

28

22

22

21

19

19

18

17

F17

16

15

14

14

13

13

13

13

12

12

12

12

12

’
1 1
11

24・

25

29

13

21

30

20

20

8
9
8
9

13

16

12

6
8

13

10

7
12

12

12
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．
問 題の展望

　基準読書（Standard　Reading）の問題は，社会の動き

や国民の教養が統制や，混迷や，転換の時期に遭遇した

ときに読書の世界で，人々によりどころとなり基準とな

るものを提供するた南に，その形式や内容に多少の相違

を持ちながらもつねにとりあげられてきた問題である。

　いわゆる国民精神総動員の時代に，　「国民精神文化研

究基本文献要目」が国民精神文化研究所によって編さん

さ、れた・（昭和14年）のは1　当時の「皇国民」をめざし

て，国民的教養の方向づけに資しようとしたものであっ

た。・この種のいきかたをかりに統制型の基準読書と呼ぶ

ならば，戦後に試みられた良書百選式の基準読書は，こ

とに戦後の洪水の如き出版量の中で，何を読むべきかに

迷う人々のために，広い分野にわたって，古典と目すべ

きものをとらえて，読書の指針としようとしたもので，

これを，教養型の基準読書とも呼ぶことができよう。も

ちろん統制型といい，教養型といっても，両者の間に

は，必ずしも明確な線をひき難い場合もある。現に戦後

の基準読書と目されるものの中には，民主主義やヒ昌一

マ昌ズムの立場を基調とするものが多く，そこには形式

的にはある程度の方向づけが内在しており，新らしい教

養めありかたを打ち出そうとする模索があったというこ

とができる。

　もともと何を読むべきかを示そうとするゆきかたに

は，デ般的に，あるいは，文化のジャンル別に，良書と

目されるものを挙げて読者に提供するゆきかたと，百冊

，とか干冊とかの点数を限定して，必ず読むべき図書とし

て示すゆきかたとがある。前者を，「良書目録型」と呼

ぶならば，後者を「必読書目型」と呼ぶこともできょ

う。戦後のわが国の出版は，類をみない旺盛さで，出版

の物量も，巨大な数量にのぼっているが，これらの中

＊　On　the　Study　of　Standard　Reading

＊＊By　Tsunenobu　Fukagawa

　　　（Ministry　of　Education）

で，何を読むべきかを良書目録あるいは，良書解題の形

式で示したものは，本誌の，別項にある「読書文献」に

みられるように，非常に多い。そして，これらの試みの

土台として，あるいは，これらのゆき方に平行して，日

本図書館協会，全国学校図書館協議会，NHK，児童文

学者協会，中央児童福祉審議会などの各種の機関や団体

で，おおむね月次的に良書の推薦，選定を行ってきてい

るものを考えあわせておかなくてはならないが，これら

の累積される良書の中から，さらに一定の目的に応じ

で，基本図書や基準文献と目すべきものを限定して示そ

うという試みもなされている。全国学校図書館協議会『

が，過去4年来，毎年刊行している「学校図書館基本図

書目録」などは，この類の試みとみることができる。こ

れほ，量一般的な良書目録と，必読書目との中間に位する

ものといってよいであろう。

　ところで基準読書といわれるものは，多くは書目数を

できるだけしぼって，読書のminimum　essentialsを示

そうとするものであって，書目が少ないだけに，そこに

こ菊られている人間形成の理念や社会像がいかなるもの

か，その選定の方法がどのようになされ，又その読書を

どのように実現して中こうとするのか，などについて，

多くの論点が存する。基準書目は，もともと，文字どお

り，基準となる読書で，基準であることは，そこに実際

上は多少の出入もあることを予想しているものであろう

が，しかし，現実には，しばしば「必読」として強制的

な意味をもって，周知さむ，推薦されているので，この

際は，いっそう上のような諸論点が充分に論識されなく

てはならないと思うo

　最近，一般教養や，学校生活の中で，必読書を構成し

て，これをすすめようとする動きや，研究が，おこりつ．

っあるが，この研究は，今日の時代が，戦後意識を止揚

して，次の時代へと移行しつつある一種の転換期とみら

れるだけにその設定の必要は充分にあると思われる。し

かし又それだけになおいっそう慎重な基礎的省察を要す

ると考える。これを一歩誤まれば，教養の統制となり，

又教養の形式化を招くおそれもある。そこで，この一連

の研究が，進められる素材として，まず，戦後から今日

α
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まご，どのような必読書のすすめの試みがなされている

かを，資料をあげて展望してみたい。その後，これらの

データについて，多くの読者とともに研究を進めてみた

いと思う。基準読書の概念や方法，内容等は，これらの

展望の過程において，漸次考えてゆくこととしたい。

二．基準図書リストの例

　良書として一般的に，あるいは，分野別に拾いあげる

というのでなく，国民の必読書ともいうべき重みをもっ

て，何十冊，何百冊と限定して選ばれた書目の中から，

㈲一般教養をめざしたもの，（B）大学程度のもの，⑩）高等

学校程度，Φ）中学校程度，（E）小学校程度の順に，代表的

と思われるものをあげてみたいo

　㈲一般教養を菊ざしたもの。

　一般教養として，広い分野にわたり，専門人によっ
て，読むべき，文，参考とすべき良書としてあげられた

ものは，社会思想研究会が試みた「教養文献解題」をは

じめ，別項の文献目録にあるように数種のものがでてい

る。しかし，点数をしぼって，基準的なものとして示す

ことは，読者が国民大衆であるだけに，（1）その読書力の

程度，（2）購売力，（3）個々の本の価格や入手難易の問題，

すなわち，普及本や廉価本があるかどうかなどの実際問

題，（4）どういう組織と人員によって選定するか，（5）選定

されたものをどういう形で大衆に与えるか，（6）さらに根

本的には，国民の一般教養をどう考えるかの基本問題な

ど考え合わすべきことがらが余りに多く，書目の選定

が容易なわざでないと考えられる。しかし，それにもか

かわらずこの函難をおかして，試みられたもののうち，

最近のものとして，　雑誌「知性」が本年10月号に発表

したプランを次にかかげてみよう『。

　これは，　「知性」，の編集者が，文化の各領域からひろ

く百点をえらび，　「現代人のための必読教養書解題一あ

くまで実用を意図して編まれた良書100選」と銘うった

もので，これに15人の専門家が，簡単な解説を付してい

る。ちなみに，このリストの本は，容易に入手でき，ま

たおもに，文庫・新書・小辞典などなるべく廉価なもの

を選んで，毎月1000円から1500円の図書費で，一年間

に「現代を理解するために必要な各分野の基本的かつ綜

合的な知識教養を身につけることができる」ことをめざ

しているとしるされている。

国家一理論と現実一　　ラスキ著　石上良平訳

　　岩波書店　250円

ノ・ロルド・ラスキー一社会主義者の歩み一　　マーティ

　　ン著　山田文雄訳　社会思想研究会出版部　380円

政府と人民　　R・H・S・ク・スマン著　小松春雄訳

　　岩波書店　250円

43

基準読書研究資料←）

国家と革命　　レー干ン著　堀江邑一訳　国民文庫，

　　80円

権力論　　ラッセル著　東宮隆訳　みみず書房　，300円

国会一占領下政治家は何をしているのか　　羽仁五郎著

　　ヵッパブックス　150円

今日の政党　　吉村正編著　有信堂260円

法律入門　　戒能通孝著　岩波新書　100円

憲法　　鵜飼信成著　岩波書店　230円

家庭の法律　　川島武宜著　岩波新書　ioO円

社会科学入門　　高島善哉著　岩波新書　100円

経済学　　宇野弘蔵編　角川書店　上220円　下160円』

マルクスに代る学説二十集　　大河内・石上・平井・小

　　林・中村編自由国民社230円
世界経済史入門　　堀江忠男著　中央公論社　上下各

　　150円
世界経済図説　　有沢・脇村・美濃部著　岩波新書

　　正続各150円

経済　　美濃部亮吉著　有斐閣　230円

日本の経済　　木村禧八郎著　理論社　150円

空想より科学ヘー社会主義の発展一　　エンゲルス著

　　大内兵衛訳　岩波文庫　30円

新しい社会　　F・H・カー著　清水幾太郎訳’岩波新

　　書　100円　　　一　　　　，

貧しさからの解放　　近藤康男編著　中央公論社

　　180円　続18Q円　第三180円

母の歴史　　木下順二　鶴見和子編　河出新書　100円

日本のむこ殿一外国資本物語一　　有沢広己校閲

　　読売新聞社会部　東京大学出版会　100円

昭和史・　遠山・今井・藤原著　岩波新書　100円

第二次世界大戦史　　R・C・K・エンソー著

　　内山正熊訳　岩波新書　100円

日本に於ける近代国家の成立　　F・H・ノーマン著

　　大窪懸二郎訳　岩波書店　280円

偉大なる道一朱徳の生涯とその時代一　　A・スメドレ

　　・一著　阿部知二訳　岩波書店　上230円　下220円

社会心理学　　清水幾太郎著　岩波書店　200円

プラトンーソクラテスの弁明　　久保勉訳　岩波文庫

　　40円
弁証法とはどういう科学か　　三浦つとむ著　講談社

　　130円
・観念論と唯物論　　柳田謙十郎著　創文社　290円

ギリシャ・・一マ神話　　野上弥生子訳　岩波文庫

　　460円
新訳聖書

歎異抄　、金子大栄訳　岩波文庫　40円

宗教批判　　柳田謙十郎著　創文社　290円
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．読1書科学（1．11）

精神と情熱に関する八十一章　　アラン著　小林秀雄訳

　　創元文庫　90円
入生案内清水幾太郎著岩波書店126円

大衆芸術　　鶴見俊輔著　河出新書　80円

目本イデオ・ギー　　竹内好著　筑摩書房　200円

非戦論　　内村鑑三著，角川文庫　100円

．戦いを超えて　　・マン・・一ラン著　宮本正清訳

　　みすデ書房　150内

さまざまな思想の新しい関係について　小田切秀雄著

　　河出新書　100円
一
ア ジアの復活ネー、レ著太平洋協会訳文芸出版社
　　’320円

旧本女性史　　井上清著　三一書房　乞70円

日本の思想家　　奈良本辰也編　毎日ライブラリー

　　380円
瞬維新のはなし・服部之総著青木文庫6。円

’国民と歴史　　石母田正ほか　大月書店　講座歴史1

　　250円
耳本歴史物語高橋碩　か河出新書’八巻，

　　各150円

高校「世界史」　上原専禄監修　実教出版社　170円

．世界文化史概観　ウエノレズ著長谷部文雄訳

　　。岩波新書　上下各100円

世界の摩史一歴史のあけぼの　　江上・板倉・杉浦著

　　毎日ライプラリー270円
世界の歩み　　林健太郎著　岩波新書　上80円　下90円

現代アジア史　　上原・仁井田・飯塚監修　大月書店

　　360円

原子力　　武谷三男編　毎日ライブラリー　300円

科学のとびら　　武谷三男著　毎日少年ライブラリー

　　160円
人間とはなにか　　J・B・S・ホールデン著

　　八杉竜一訳　岩波新書　100円

結核をなくすために松田道雄著岩波繕100円，
心理学入門　　宮城音弥著　岩波新書　100円．

吾輩は猫である　　夏目漱石著　岩波文庫

　　，上下各120円・新潮文庫　上下各70円・河出文庫

1　　上下各100円

雁，　森鴎外著　岩波文庫　40円・角川文庫　70円

　　河出文庫　40円・新潮文庫　50円

夜明け前　　島崎藤村著　新潮文庫　第一部上110円

　　下100円第二部上100円下110円
細雪　　谷崎潤一郎著　新潮文庫　上100円

　　中下各110円

　田園の憂欝　　佐藤春夫著　岩波文庫40円・角川文庫

　　40円・河出文庫　60円・新潮文庫　50円

　　畠

㌧

一44一

暗夜行路　　志賀直哉著　岩波文庫　前後各120円

　　角川文庫　上70円　’下100円・河出文庫　上80円

　　下90円・新潮文庫上90円　下100円

縮図　　徳田秋声著　岩波文庫　120円・新潮文庫

　　100円
山の音　　川端康成著　筑摩書房　130円

俘虜記　　大岡昇平著　創元社　550円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆ
赤光　　奈藤茂吉著　岩波文庫　80円

萩原朔太郎詩集　　萩原朔太郎著　三好達治選

　　岩波文庫　120円

作家論　　正宗白鳥著　新潮文庫　一，二各90円　　　　　　　　り

　　角川文庫　一，二各100円

モオツアルト　　小林秀雄著　創元文庫　60円

日本の近代小説　　中村光夫著　岩波新書　100円

日本文学啓蒙　　折口信夫著　中央公論社　折口信夫全

　　集第十二巻国文学編六　380円

世界の文学　　中野好夫編　毎日ラィプラリー　350円

ハム講夢）、，請‘イクスぐア著裾田岡

若きウエルテルの悩み（独）　　ゲーテ著　高橋健二訳

　　河出文庫　70円

パルムの僧院（仏）　　スタンダール著　大岡昇平訳

　　新潮文庫　上下各100円

悪の華（仏）　　ボードレール著、村上菊一郎訳

　　角川文庫　100円

カラマーゾフの兄弟（露）　　ドストィエーフスーキー著

　　米川正夫訳　河出書房　385円

人形の家（諾）　イプセン著　竹山道雄訳　岩波文庫

　　80円
戦争と平和（露）　　一トノレストィ著　中村白葉訳

　　河出書房　385円
三人姉妹（露）．チーホフ著中村白藁訳新潮文庫　4

　　60円

狭き門（仏）　　ジィド著　山内義雄訳　新潮文庫　70円

ト昌オクレー・ガー（独）　　トーマスマン著　高橋義孝訳

　　角川文庫　40円
魯迅評論集（中）魯迅著竹内好訳岩波新書

　　100円
キリマンジャ・の雪（米）　　ヘミングウェイ著

　　竜口直太郎訳　角川文庫　40円

嘔吐（仏）　　サルトル著　白井浩司訳人文書院280円

静かなるドン（露）　　ショーロホフ著　横田瑞穂訳

　　河出書房　上下各385円

美術入門　　森田多里著　東峰書房　280円

音楽美入門　　山根銀二著　岩波新書　100．円

芸術におけるわが生涯　　スタニスラフスキー著、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　44

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・！．　、一

　　　　　　　．．、燕丁＿＿、、＿轟轟幽1
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　　藤原惟人訳　岩波文庫　上中各120円　下末刊

日本の映画　　瓜生忠夫著　岩波新書　100円

世界と西欧　　トィンピー著　　吉田健一訳’新潮社

　　240円
戦争と日本人　　岩波写真文庫　岩波書店　100円’

世界の裏街道を往く　　大宅壮一著　文芸春秋社

　　正続各260円

文章読本　　伊藤整編　河出新書　100円

キュリー夫人伝　　工一ヴ・キュリー著　川口・河盛・

　　杉・本田訳白水社280円
アミエルの日記　　アンリ・アミエル著　河野与一訳

　　岩波文庫　全8冊各80円

アルプス登肇記　　ウインパー著　浦松佐美太郎訳

　　岩波文庫　上下各120円

宇宙と星　　畑中武夫著　岩波新書　100円

新しい性　　平井潔著　河出新書　90円’

書’　評、1，

　この外，婦人や青年を対象とし牟類のものもある。婦

人向のものでは「婦人公論」が昭和ご十八年三月の臨時

増刊号にr読まねばな．らぬ百種」と題して，学者，’評論・

家八氏が発表したものがある。このリ入トは，解題つぎ・

であるが，例えば，一人の作家をあげて，その人の作品

数点をあげるような解説も入っているため，明確に百点

をこの中からつかみ出すことは無理であるが，一つの試

みとして記録されてよいものである。　　　　　　　・

　一般的な教養書目は，前述の理由によって，とり出す

ことが容易でない。これに比して，文学のような，非常

に大衆性のある一ジャンルに限ってみると，．比較的容易

に，必読書を選びだすことができるようである。來学の

領域では，桑原武夫氏が，世界近代小説五十選を発表さ

れたのが，最近での代表的な試みであって，これについ

で，内外の文学について，同種の試みが発表された。以

下その数例をかかげよう。　（次号に続く）　　　　　・

　　、

　　　一義
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阪本一郎　岡本奎六
村石昭三　佐藤泰正

波

言語心理学＊

お茶の水女子大学教授

多

　日本では，いままで言語の心理学的研究があまり盛で

なかった。いや，日本ばかりではないかもしれぬ。実験

心理学の中に，言語心理の問題がはいってぐるのはかな

りおそかった。フランスでは実験心理は病的（臨床）心

理の形態をとっているので，一寸事情がちがうが，他の

国では，研究法の上からも，手のつけようがなかったの

だろう。

　アメリカで言語の心理学的研究に関心がたかまってき

たのは，ごく最近である。

　これは主として応用方面からの要請が原動力になって

いるようにおもわれる。言語における意味のとり方，マ

ス・コミュニケーションにおける真の事態の』把握，こと

にヒトラーなどによっておこなわれたデマヘの対抗策こ

ういったものが意味論，一般意義学の発達をそく進し，

野

＊　Bookreview：Psychology　o士Language

　by　Sakamoto　and　others

＊＊By　kanji　Hatano

　　　（Ochapomizu　University）

完 治＊＊

他方またラジオや，電機通信の要求から，いわゆるインフ

ォーメーション理論がすすめられざるをえなくなった。，

そこではつまり，伝達を機縁としての言語研究の発展が

あったわけだ。

　これに反して，ヨー・ッパではかなり古くから言語の’

心理が，一たとえほそぽそとながらでも一つづけら

れていたがそれは比較言語という立場からのようで挙

る。一つの言葉と他の国の言葉との様相のちがい，発想

法の相違，またこれを通じての文体のちがいなど，問題，

が主として「言語と、害、考」の関係にしぼられていた◎こ、

れは表現としての言語心理といってもよいだろう。r

　アメリカ風の伝達心理と，ヨー・ッパ風の表現心理・

と，一この二つは一緒にならないだろうかQ一緒にならな『

くては統一した科学はできぬわけだが，この統一はかな』F

りむずかしいらしい。この本でも、，この恵は牟ならずし

も成功していない。第五章　言語によるコミュニケーシ・

ヨンと，第六章　言語による社会行動とは，著しい対照＼

をなし，第五章は伝達をとりあつかっているが，第零章、

は表現を半分ぐらいあつかっている。ことに，表現の問

一45一
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読　書 科　学（1．1）

　題を「日本人の言語行動」，という特殊ケースにしぼって

　とりあげているのだが，．この前に「言語と思考」の一般

　的な相互交渉がとりあげられているべきだろう。

　　そうできなかったのは，実は著者たちの根本的な言語

　研究の方法論からくるのかもしれぬ。著者たちは，言語

　を「行動」とみる。言語を新行動主義の立場からみると

　いうことが，第一章で宣言されている。この立場からい

　　くと

　　　　話し手の記号化的行動

　　　　　メツセージ

　　　　聞き手の記号分解的行動

　の部分はよくとりあげられ，究明されるが，このような

　　「記号化」　（エンコーディング）「記号分解」　（デコーデ

　　ィ ング）のくりかえしからおこる主体の変化，つまり，

　　言語の思考におよぼす反射作用はわからなくなってしま

　　う。これは「行動」としては一回一回につきはっきりあ

く　らわれず「習慣の体制」としてほのかなうちに形成され

　　るものだからである。このような思考と言語との相互交

　　渉の一つに「概念化」「抽象化」「一般化」というものが』

　　あり，これも本来の意味での行動というわけにいかない

　　ので，この本では不充分にしかとりあげられていない。

　　（発達のところで児童心理と関係させて，その原始段階

　　のみが究明されている）。

　　　で，言語と思考との関係を充分にとりあつかうには，

　　行動に重点をおく立場でなくもう少し内容的な立場をと

　　るべきなのかもしれぬo

　　　もう一つ行動主義言語心理学の弱点の一つと考えられ

、　るのは「社会現象としての言語」が，個人現象としての

　　言語の総和以外としてよりとりあつかえなくなってしま

　　うことだ。そこで言語の事実そのものの心理的説明，つ

　　まり，言語の時代的変化のありさまを心理的に説明する

　　とか，言語の社会的特徴を心理からあきらかにするとか

　　いうことはとりあつかえぬことになる。

　　　文法の心理学というようなものも，この本にはとりあ

　　つかっ・てないが（文法ハンチューの心理的意味など）それ

　　は，この本の立場から来たものであろう。つまリョー・

　　ッパ系の言語学の遺産であるパウル等の仕事がこの本で、

　　は言語心理学としての位置をもらえぬことになるのだ。

　　　パウル等の仕事は，心理学的言語学の研究で，言語心

　　’理学ではない，と著者たちは考えるのかもしれぬ。これ

　　ももちろん一つの考え方である。しかし，わたしには将

　　来社会心理学の発展にともなって社会現象としての言語

、

も，心理学的にとりあつかえるときがくるのではない

か，という気がしている。

　さて．わたしは，上に文句ばかりつけたが，こういう

限定をおいた上でこの本をみると，実によく出来た本で

あるgアメリカでも，ヨーロッパでも，これだけ小さい

部分にこれだけ充実した内容をもち，しかもそれをこれ

だけ統一した形にまとめたものは見あたらない。外国文

で書いたら必ず相当の注目をうけるに相違ない出来ばえ

である。

　いちばんよいのをさ，読書について書かれた部分であ

る。読書についての叙述は方々にあるがいずれもよい。

言語心理の本というものは今まで，ハナシコトバに重点

がおかれ，文字を通しての言語活動は，あまりとりあつ

かわなかった。この本はその点で劃期的な進歩をしたも

のである。

　言語発達に関する記述は，言語心理学ではたいていの

本であつかうものだが，どの本でも面白くないのが常で

ある。この本でもやはり面白くない。どういうわけなの

だろう。ソ連の心理学でも，ちかごろ言語の発達がよく

とりあげられるが，やはり面白くない。

　記述だけで，真の説明に到達していない故であろう

か，または学問が未発達のせ，いであろうか・

　ソ連といえば，第二信号系との関連についてごく少し

　（1，2個所）しか書いてないことは，フ・イド派の言監

語のとりあつかいが出ていないこととともにものたらな

い。パヴロウの第二信号系の考えはちかごろ正統派の心

理学，ソ連でいうプルジョア心理学の体系の中にもとり

入れられてき’ており，言語を統一的に理解する上に大切

な原理である。またフ・イドの精神分析の立場からの言

語の考え方も大事である。言語についての病気といわず

言語についてのいろいろな力学「陰語，いいまちがい

等」をつかむ手がかりにもなる。

　わが国最初の言語心理学であるので，いろいろ注文を

っけたが，しかしなにしろこれだけのものを書いたとい

うことは，，実に立派な仕事である。わたしがいったよう

なことは一つの立場をとってはとうてい出来ぬことで

　「講座」というような形でしか解決できぬものかもしれ

戯。数人の人の共同執筆でありながらきちんと統一がと

れ，首尾一貫した性格をもっていることも，大きなおど

ろきであり統率者阪本一郎氏の努力がしのばれる。

　　　　　　　　　　　　　　　（簑誰蹟弊翻）

o

｛．
、　　　㌧　塾

k
．

y
卜　　　　・、

一46一 46

・牛ぐ

品回　1ゼ、・壷．．．馳」，＾幅』盛



唾
臼

諸外国の読書科学研究の要約

《読書研究アブストラクト＞ 、讃

諸外国の読書科学研究の要約＊
煙

一読書の心理学および生理学一

国立国語研究所員 ・ビ、マ　畢、』』1

9

o

村 石

The　Psychology　and　Physiology　of　Reading

　　In　Summary　of　Reading　Investigations

　　　　July　1，1954to　June30，1955

Gray，W．S，（University　of　Chicago）

　　　Joumal　of　Educational　Research

　　　Volume49，：February，1956．Number6
　（注）　このグレイの要約の内容は読書心理学および生

理学，読書社会学，読書指導の三つの領域に分れてい

る。紙数の制約上，読書心理学および生理学の領域め部

分だけ，それも抄訳にとどめ，他は次号にまわした。

　読書の心理学および生理学の領域での研究内容は，だ

いたい，読む行為の性質とか，読みの発達に影響を与え

る要因の分析という問題に関係したものが多い。この1

年問に，報告された諸研究もこの傾向にある。

　　読みの学習と児童の成熟の型との関係

　アンダーソンとハッジ（1）は1．Qが同じ小学校1

年生の男女児童について，早期に読みを学習した者とお

そくなって読みを学習した者との平均成熟年令を比較し

た。その結果おそく読みをはじめた児童は早期に読みを

はじめた児童よりも，身体的な成熟がずっとおくれてい

る傾向のあることがわかった。これは特に，被験者の知

“能程度が同じだという事実を重くみている。読みのレデ

ィネスという観点からみると，この研究は児童が全体と

“しての（as　a　wbole）成熟が読みの学習に大切であり，

これは単一の属性（たとえば知能）の優れた成熟よりも

っと重要な条件だということを暗示している・また・平，

均以上の高い知能を持つ児童が，読みの学習に非常に多

くおくれるのはどうしてかという問題にもこの研究は触

1れている。

　イームス（2）の研究はちょっと問題の焦点からはず

＊　Abstract：Studies　on　the　Sciense　of　Reading

　in　Foreign　Countries

’＊＊By　Sh626Muraishi

　　　（National　Languag6Research　Institute）

昭
＿一　　＊＊

れるが，1年生から6年生までの80名の児童の発育歴

から，出生時の体重と視覚の鋭敏さどの対応関係を調ぺ

ている。この結果は，出生時の体重が5ポンド以上の児，

童の場合，体重が重いものは視覚も鋭いという対応関係

はあまりないことがわかった。これに対して，軽》寿マ

出生時の体重が5ポンド以下の児童の場合は前の重い児

童たちよりも，体重と視覚により強い対応関係があった。

しかし，顕著というほどではなかった。ところでこの研

究で特にわかった大切な事は出生時の体重が5ポンド以

上の児童が読みに失敗する割合にくらべて，5ポンド以

下の児童が読みに失敗する割合はほぼ5倍もあったとい

うことである。

　　読みが成就した者（rea“ing　achievOr）の

　　基礎的な能力

　読み手のタイプの心理学的特性をみた研究とし七，レ

イモン’ド（3）が50人の白人児童について調ぺたもの

がある。これは勝れた読みが成就した者の記憶の拡がり

（memory　span）と連想学習テスト（assodative　learh．

ing　test）成績との関係をみている。被験者は暦年令が

9歳から10歳まで，1．Qが90から110までそれから平

均読書学年は精神年令・相当学年に2年もしくはそれ以

上の勝れた者たちである。被験者の読書・知能・記憶の

拡がり，連想学習テストのスコアを全部比較してみる

と，次のような結論が出た。つまり，聴覚的記憶の拡が

りテストよりも，視覚的記憶拡がりテストの方に有意な

高いスコアが出てくる。また，連想学習テストでは，材

料が視覚に訴えたものより，視覚・聴覚の両方に訴えた

方が有意な高いスコアが出てくる。こういう問題はもっ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’と比較研究をする必要がある。

　ウィーラー（4）は黙読能力と聴覚弁別との関係の問

題を扱っている。629人の4，5，6年生について，一ピ

ッチと音楽のトーンを判別する能力，ことばの音を弁別

する能力，視覚語彙と黙読珪解技能との関係をテストの

結果からみている。その結果は意外にも，「ピヅチ弁別

のない生徒は読みに劣る傾向があるとか，読みに劣る生

徒はピッチ弁別力がない」とい5，従来の研究の定説を

くつがえしている。また，単語の音素を弁別できないの

、
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読』書科学（1．一1）

　・ほ中，高学年期の読みの遅滞とは密接な関係がないと言

　っている。こうした見解は，実は黙読能力を基礎づける

　もりには，このほかに多くの技能が別にあるという主張

　を支持している。黙読と聴覚弁別との間に積極的な関係

　があったという事はこのふたつのものが単に平行する能

　ヵとしてあるものか，または読みでは聴覚弁別力が他の

　能力より一層大きく働いているからなのか，どっちかを

　暗示しているわけである。

　　　頑のよさと読書能カ

　　ー般知能と読みの力との関係をみた研究が本年もいろ

，）・ろと出ている。だいたい，両者の相関係数は．30か

　．ら．60までである。プレーズマ㌘一（5）は精神年令が同

　じ，聰明児と愚鈍児との読書能力の比較研究からこの問

　題に触れているρ被験者の精神年令は10歳7月から12歳

　6月まで，聰明児の暦年令は10歳またはそれ以下，愚鈍

　児は14歳またはそれ以上である。そこで，児童の読解力

　と．1．Qとを比較したところ，次の結論が出た。　つま

　，り，聰明な児童は全般的な読解力および特殊な下位の能

　力（事実の詳細を見つけたり，認知する能力，一中心思想

　を認知する能力，おまび推測したり，結論をひきだす能

　力）について，精神年令が同じ愚鈍児より，有意に勝れ

　ているということである。聰明児はまた，事実の詳細の

　謡憶，あるまとまった思想の間の関係性の知覚，聞いて

　・理解する力，それから，より複雑な，知的な理解能力に

　．も勝れていた。そうして最後の結論には，かような能力

二の有無に関する予測の可能性という点では，精神年令が
㌧

　同じ聰明児の方は，愚鈍児童の場合ほど確かでないとし

　1ているφ

　　　読みの成績に対する聞きかた訓練の効果

　　 読む・書く・話す・聞く力というものの間に密接な相

、』互関係があるとよく言われている。こういう問題につい

　て，レビス（6）は4，5，6年，135名の統制実験の結

　、果から，読みの目的にかなった聞きかた訓練がどう読む

　力に役立つかをみた。読みの目的とは，　「読んで一般的

　な意味を知る」　「読んで詳細を知る」　「読んで結果を予

　測する」の三つである。その実験結果は聞くことの訓練

　は上のような中，高学年の読みの能力に対してはあまり

　有意な効果を持たぬように見えた。その効果は読みの目

　的、の各々の場合についても大体同じである。

　　　単語認知に影響を与える因子

　　ハル（7）は大学生のグループに使用度がいろいろと

　違う単語を呈示し1単語の使用度と再生との間の関係を、

　一みた。その結果は次の仮説を支持している。つまり，適

　度な程度で，使用度の高い単語ほどより容易に学習され

　るということである。ポストマンとコンガー（8）は単

　語の再生と言語習慣の強さとの関係を認めた研究報告を

している。デュリューシアとスタグナー（9）は成人を

被験者にして，単語Q認知学習における情緒喚起値

（emotion・arousing　value）の影響をみた。その結果に』

よると，単語の認知時間は単語の使用度と情緒喚起値と

いうふたつの要因に規定されている。そうして，将来，

特殊なパーソナリティを持つ被験者について，さらに研

究を進めていけば単語の情緒喚起値の性格をもっとはう

きりと確めていくことができるとしている。

　　読みの解釈（interpretation）に影響する因子

　読んだ内容を解釈する際に影響を与える因子とか条件

とかをもっとはっきりさせようとして研究がいろいろな

面から進んでいる。ケリック（10）は絵の解釈に与える

見出しことばの影響を調べている。そして彼は見出しは

絵の解釈に有意な手がかりを与えることを知った。一般

に見出しが読者に与える影響はそれを書いた人によって

前もって見込まれているものである。しかし，往々にし

て，見出しは書き手の予想したこどと全く反対の解釈を

、読者炉することもある。

　バーノン（11）はふたつの実験をしているが，本文の

読解に与えるさし絵の影響をみようとした。被験者は英

国の文法学校と中学校11，12歳の生徒。さて，生徒の

自発的な反応や質問に対する応答からは，さし絵が本文

を理解させたり，記憶したりするのに役立つという証拠

をひきだすことができなかった。いろいろなさし絵が文

の要旨の発展を強調するように順序に従って配列してあ

る時でも，さし絵はさして効果的であるとは思えなから

た。このような見解は従来の研究から得た一般的結論と

は一致していない。それにつけても実験技術，使った材

料り内容，教示手続きなどをよく吟味し，もっとやって

みるぺきであろ5。

　新聞は近年，ニュース・ストーリーという形で，解釈

的レポートをする傾向がふえてきている。これと事実的

ニュースと比較して両者の効果の度合いを比較するため

に，セネヅト（12）は新聞学科の学生52名に解釈的レポ

ートと呂ゴース的レポートとの両方を与えた。その結果

は解釈的レポートは非解釈的レポートよりも，今日の畠

ユースについて，より以上に有意なインサイトを読者に

与えるという主張を亥持した。これは従来の多くの研究

結果と一致しでいる。ところが，事実の記憶保持（reten－

tion）の度合いを比較してみると，解釈的ストーリーを

読んだ場合は普通のニュース・レポートよりも効果が少

ないという結果が出た。この面の研究はさらに調査をす

る必要がある。

　一般に，われわれが文を読む時あらかじめ書いてある

章句（passage）の中心思想を予想しながら読むことは，

文の理解を助けるものだと信じられている。同様に，本
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來とは別に，内容をまとめた文を出しておくと，本文だ

けのものより，一層，理解を助けるものだと考えている。

まとめのしかたにもいろ、、・ろ種類があるが，それらの相

対的効果をみるために，クリステソセンとスタダール

（13）とは空軍練習生について言周べた。その内容のまと

めとは，「章句のはじめにアウトライン」　「はじめに摘

要」「終りに摘要」「主要点にアンダーライシ」「陳述形

式の見出し」　「質問形式の見出し」という種類のもので

ある。その結果は直接記憶あるいは少し間をおいた後の

記憶の場合にも，上にあげたまとめの種類の間に効果の

有意差はなかった。しかし，調査者たちはこの結果に不

満足なので，研究が一応全部終るまで一般的な結論を出

すのを手控えている。

　他にブリトン（14）が詩を読者が選択する時によい詩

と悪い詩とを区別する，その能力に与える影響について

調べた研究がある。

言語およぴ読みの欠陥の原因

　言語や読みの遅滞の原因を調べる研究は殆ど休みなく

紡いている。デュヒルシ（15）は劣った読み手に対して，

各種の運動・知覚・情緒性テストを実施して，さまざま

な特性を明らかにしている。

　パーク（16〉は多くの事例研究の結果期ら，、「逆視や

逆転（reversa1）は読書不能（d夕slekia）をおこす原因だ

と見なすべきでない」という結論を下している。という

のは，児童はしばしば，逆視や逆転の行為によって，両

親や教師から注意や関心を得ようとする。それは自分の

情緒的不満を表出する兆候だからという。従って，児童

の適切な治療を通じて，その身体的，知的，情緒的な面

に継続研究対策が必要だと主張する。

　イームス（17）は読みの遅滞と眼球の屈折異常との関係

を調べている。3，4年生で1読みに合格した57人と失

敗した64人に対して精密な目の検査をした。その結

果，眼球の屈折異常は読みの成績にはあまり統計的に影

響を与えていないようにみえる。遠視眼は相当程度，読

みの失敗の原因となっている。近視眼も少しは影響する

が，前者ほどひどくないということである。

　ゴッツユゲンら（18）はふたつの事例研究の比較から，

単に情緒的混乱は読みの困難の原因であるばかりでな

く，学習曲線のプラトーをも生むことを認めた』。従って

教師たちは児童に学習のプラートーが現われたら，それ

を認知する責任がある。プラトーは新しい学習への接近

をさまたげる情緒的な態度と判断し，内にひそむ原因や

学習環境の調整によって，児童を救う責任がある。

　パーク（19）は読書遅滞の原因として，遺伝質をあげ

ている。これは従来，因果的因子として単に推測する程

度であったものを，彼は読書不能の具体的な事例をあげ

49
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て説明している。しがしこラした問題は結論を出す，前

に，もっと完全な調査研究をおし進めることがさしあた・

りの急務である。

　　読みやすさ
　読む文章そのものについて，客観的な読みやすさの規『・

準を立てることは，確かに有効である。しかし，ペルソ

ペルグ（20）はそれも個人的な条件でかなり変るもりだ1

と主張している。彼は被験者を社会・経済的状態お零び亙

性別からわけて，ある雑誌記事の読みの容易性（reading

ease〉と人間的興味（human　interest）とに関する個人的

判断の効果を見た。そしてこれらの判断をフレッシュの、，

公式に出ている読みの容易性と人間興味スコアと比較し，

ている。

　男女，60人ずつについて調べた結果，．読み手の社会・

経済的水準は読みの容易性と人間的興味の両方の判断に

有意な変数の源泉であることがわかった。性とか使った㌧

記事の間には有意差がなかった。一般に，フレッシュの

公式は被験者の判断より，記事の評価ばかりに厳密であ

るように見える。そして，ペルソ・ミルグは最後に，コミ，’・

ユニケーションの効果性存決める上には，もっと個人の♂

認識力とか動機づけの因子を強調することが読みやすさ

に本質的だと結論をしている。

　小学校の読本の読みさすさの問題について，ステーガ

ー（21）はざっと読みをして生ずる単語の読み誤まりの

割合は小学校読本のむずかしさを決める適切な規準とな岬

ることを認めている。また，読みやすさにおけるF44り

予想される言語因子の中で，どれが特に小学校読本のむ

ずかしさに有意な影響を与えるかの問題にも触れ七い一

るo
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ユネスコ国内委員会事務局
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　本書1ま，イギリス出版者協会のR・E，バーカー氏が，

ユネスコの統計と図表を豊富に利用して，世界の出版読

＊　　Abstract：Books　f6r　All

紳By　Chizu㎞Izumoi　　　醗

　　　（The　Japanese　National　Co血mission　for

　　　UNESCO》
し

書界の現状を画き出したものであるが，その目的とする

ところは，一つは，欧米の先進国ばかりでなく，後進国

といわれるアジァ・アフリカ・南アメリカ地域の人々の

間に，書物を普及せねぱならぬこと，そして二っには，

世界各国の人々がもっと自由に外国の書物に親しめるよ

5にという希望のもとに，書物の普及および交流を妨げ

・一50一 50
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ている内外の諸原因を分析，解明し，さらに，それ等の問

題に対処するユネスコの諸活動を紹介することにある。

　全体は（一う図書の取引機構，㊥図書の貿易の型・（⇒貿易

上の障碍，㊨図書輸送の方法と経費，㊧著作権，因言語

と読解能力，㈹図書館と図書交換，の七章に分れ，これ

に33の統計と10の色刷図表を添附，他に附録として，

62国の主な出版者・書店・図書館・逐次刊行物出版協

会のリスト・17国の図書交換統計・図書交流に関する貿

易上の障碍事項を掲載，最後に参考書目および索引を備

・えている。版権所有はユネスコ，価格は3ドル。

　こXでは主として，世界の出版活動・翻訳状況・読書

水準5図書交流状況・図書交流の障碍とユネスコの対

策・著作権・図書館の役割などに重点をおいて，本書の

概要を紹介したいと思う。

　　　　　　　　bつ

世界の出版活動

　世界では年間50億冊の書物が発刊されているが，一

人当りに換算すると，年間二冊にすぎず，しかもその半

数は学校用テキスト・プックである。出版状況を地域的

にみると，それは高度に集中化されており，出版総点数

の四分の三はわずか十力国で発行されている。年間一万

点以上の主要出版国はソ連・日本・英国・米国・インド・

西独・フランスの七力国である。出版部門別にみると，

大部分の国は文学部門が最大のパーセントをしめている

が，ソ連では社会科学部門の出版が最大である（第1表

参照）。また，百万人当り出版点数からいえば，オラン

ダが第1位でスイスが第2位をしめており，これに反し

総出版点数宅は上位を占めるソ連・アメリカはいずれも

低位にある。さらに，言語別出版状況をみれば，英語プ

ロブクが全体の21．8パーセントを占めて第1位，ロシ

ア語・ドイツ語・日本語の順序である（第2表参照）。

言語の多様性と世界の翻訳状況

　現在世界全体では約三千種の言語が使用されていると

いう。近年物質文明の発達は世界の距離を極度にせばめ

たにもか』わらず，ことばの世界では，世界のすべての

人々が共通なことばの乗物を利用することによって，思

想・意志・感情の距離を短縮するという努力が未だ実を

結んでいない。そこに翻訳という困難な仕事が必要とな

る。「言語はその背景をなす民族文化の表現であるから，

．比較される二つの文化の相違が甚だしければ，いよいよ

その言語間の翻訳は困難になる」と著者は指摘している

が，言語ナショナリズムの確立に努力を注いでいるアジ

ア・アフリカ地域の新興国家は，先進国の言語に妥当な

翻訳を与えるために，自、国語のヴォキャプラリーの進歩

発達をはかり，科学的・技術的新語を作り出す努力を重

51
気

BookもF6f　Al1

ねて或程度これに成功している。例えばインドではあら

ゆる知識分野にわたってサンスクリット語を語源としで　・．

作成した20万語以上の近代的技術用語を収めた英・ヒ．

ンディ語辞典を最近発行した。ヱジプトはアラピア語で

新たに1万語以上の技術用語を，インロドネシアはマレー

語で1万4千語の技術用語を作成して英語とのギヤップ

を理めるのに成功している。

　現在翻訳出版をしているのは約100力国語で，その5

ち多量に翻訳出版を行っているのは30力国に満たない。

部門別にみると，自国語出版と同様，文学部門が他の部

門を圧しているが，チェコ・ポーランド・ユーゴなど㌣

東欧諸国では社会科学・応用社会科学関係の翻訳が多い

のはソ連の出版現象に対応しているといえよ55翻訳の

原語ソースについていえば，英語・ロシア語・フランス

語・ドィツ語・イタリー語・スペイン語の6力国語がそ

の大部分を占め，言語プロック別出版点数で第1位であ

った英語は原語ソースとしても第1位を占めている。

（図表参照）

文盲率、

　言語の多様性と文盲は後進地域の文化向上をはばむ根

本的障碍として，その対策は，新興国家の重要な文教政

策をなしているにもかΣわらず，現在世界の人口の半数　　ノ

は文盲という恐るべぎ状態である（第3および第4表参

照）。しかし，統一国語の確立，基礎教育の普及に関す

る各国の努力には，非常に見るべきものがある。計画教

育が成功した典型として著者はソ連を例にとり次のよ5

に云っている。「一国内の文盲率がいかに高くても，教

育の計画逐行によってこれをどの程度まで減ずることが．

できるか，また，一国の言語がいかに多様であっても努

力いかんによっては，その多様性をかなりの程度に克服

でぎ，ほとんど国民相互の障碍とならないことをソ連は

実証した。

　革命前には・シア国民の約97パーセソトが文盲であ

ったが現在は僅か約10パーセントにすぎず，しかもこ

の著しい発展がその間，前後2回に亘る世界大戦をばさ

み，絶えず言語の多様性に悩みながら，他方，伝統的に

たち遅れていた自国の産業の工業化を逐行することと平

行して成し逐げられたことは，一層高く評価されなけれ

ばならい。」

　1927年，教育人民委員会は教育方針を決定し，ソ連邦

の16の共和国にそれぞれの公用語を認めたが，一方，

その地域の実状に即応した方法で徹底的なロシア語教育

をたんねんに，しかも忍耐強く，かつ効果的に行ない，

ついに多様な言語の集中化に成功した。

図書交流状況
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　第5表によって各国内の出版物の交流状況をみると，

最も著しい傾向は各言語プロック内の交流が非常に活発

な、ことで1これは同一言語プ・，ック内ではあらゆる点か

ら出版物交流に好条件が与えられている証左であろう。

，英国挙よび米国が，その言語プ・ック内のみならず，他

の国語・の国々に輸出する出版物の総額で断然他を圧して

い
， るのは，今日，英語と両国の文化が世界にたいする貢

献の程度を現している。一般的傾向としては，いわゆる

欧米先進国間では図書の需給状況が活発であるが，後進

国・と㌧｝われる国々に図書の輸入が少ない。

の

図書交流の障碍とその対策

　われわれは，文盲と言語の多様性が書物の普及および

交流を妨げる大きな原因であることをみてきた。そし

て，各国がこの対策に，絶えず努力を注ぎ，徐々にでは

・あるが効黒をあげていることを知った。しかし，「最大

の隊路は経済的，行政的制限である」 と著者は指摘して

いる。すなわち，関税と課税その他の諸制限である。最

近，事情は好転したとはいえ，なお，30以上の国々が輸

入税を課し，60以上の国々が輸入許可制を採用しいて』

る。1コネFスコは「書物に課税すること峠知識に税をかけ

ることに等しく，各国の文化の発展に脅威を与えるもの

・である」として，それを除去する努力を重ねてきたが，

教育，、科学，文化的目的に使用される諸資材，殊に教育

用視聴覚資材の輸入に関し無条件で輸入許可書を交付

し，税および諸経費を免除し，国内課税は国内製品と同

額に止める等の内容をもつ輸入協約を採用し，これは

．1956年3月，21力国に適用された。またユネスコは1949

年以降，国際グー「ポン制を実施した。これはユネスコ手

』持の硬貨資金を裏付けとして発行される一種め国際通貨
’
．
で
， この制度に加入している国（現在36力国）の政府は

これをドル，ポンド，またはフランのいずれかの通貨で

購入し，目国の国民にその国の・通貨で売 軌購入者はこ

のクーポンで海外から希望するもの‘教育・科学・文化

’の分野g出版物，映画フィルム，科学資材等）を購入す

ることができる。他方輸出業者は受取ったクーポンと引

替にその国の通貨で支払いをうける制度で，外貨不足に

一悩む軟貨国の輸入制限にたいする緩和策である。1949年

‘から1954年までの5年間に，総額6百万ドル以上に相

当する．クーポンが発行され，その約2分の1はすでに回

収されている。

著作権

　著作権は，著者の権利と一般公衆の利益という相反す

る二つの条件を適当に満たしたときはじめて著作活動の

刺激となり，出版物の交流に寄与するものセある戸国内

立法による著作権保護の年限や，著作権発効ならびに更

新の方式は各国まちまちであり，国際的な著作権条約も

大きく三つに分れている。ユネスコは，各国に支持され

る国際著作権条約成立の必要を痛感し，1952年以来，各

条約の諸規定の差異の統｝に努力した結果生れたものが

万国著作権条約で，現在，米国・スイス・スペイン・フ

ランス・西独・日本等18力国が加入している。

図書館の役割

　すでに述べたように，世界の総出版部数の約半数は学

校で使用されており，残余の大部分は学校図書館，公共

図書館で使用されている。従って学校や図書館が出版傾

向におよぼす影響はきわめて大きいといわなければなら

ない。また，未開発国，後進国といわれる貧しい国々で

は自国出版は少なく，ましてや外国書籍の購読などは殆

んど望むことがでぎない状態である。しかも文盲率低下

はこれらの国の最大の希望であるにもかかわらず，新し

く読解能力を得た子供や，成人にそれぞれに適した書物

を与えずに放置しておけば，皮肉に車道徳や文化の低下

をかえって招く結果になるであろう，と著者は警告して

いる。この対策としては，公共図書館の充実と，その活

発な活動以外に方法がない。また，専門書を必要とする

大学や，研究所の調査，研究活動に際してに，各国の図

書館の間に広範囲にわたる貴重な書籍の貸与サーヴィス

が要望されるわけである。従って，図書館が，読者層の

それぞれの要求にマッチした，有効適切な活動を行なう

ためには，各自の図書目録を整備し，国内の他の図書館

のみならず，外国の図書館や情報交換センターと協力し

．て，ユニオンリスト（総合目録冊子）を備え，貸与サー

ヴィス制度を発達させなければならない。この線にそっ

て，ユネスコは，それぞれ書目・文献も図書交換に関す

る専門家の国際諮問委員会を設けて，出版物の普及と交

流に関する各国の要望に応え，将来の発展に期すべく，

諸問題を検討してきた。

　以上が，バーカー氏の画いた世界の出版地図とその解

説のあらましである。われわれはそこに彩られた日本の

出版読書水準図を興味深く眺めることができるばかりで

なく，われわれが一方では国内的な諸問題を克服しつつ，

他方において，世界の書物の普及と交流に，どのように

貢献することができるかについて，数多くの示唆をくみ

とることができるであろう。

　　第1表主要出版国の出版点数と部門別串版率

年度出版点数。12響Fl翠幣（讐）9
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西　独
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インド
イタリー
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オランダ

ポーランド

ソヴエト

英　躍
米　国

1951　　5459

1954　10662

1954　16240

1954　　5410
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1954、7019、
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【註1Uni》ersa！Decimal　Classificati磁（万国十進

分類）は　o（一般）　1（哲学と心理学）　2（宗
教）　3（社会科学）　4‘言語学）　5（純粋科学）

6て応用科学）　7（美術とリクリエーション）
8（文学）　9（歴史と地理）

第2表』各言語ブロック内め書物の出版点数
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第5・表　主要国間の出版物の交流状況（単位一1，000ドル　1952年調査）
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　はじめに

　読書に関する研究は教育学，心理学，生理学，図書館

学，社会学，出版やJoumalism等々の広い分野に亘

り，夫々の立場に於て科学的に研究・調査がなされてそ

の数も相当なものである・γカゴ大学の教育学の教授グ

、レィ（Gray・William　S・）博士は1881年零り1948年9

間に2700の読書に関する研究がアメリカ及びイギリス

に於て出版され，特に1916年から1941年は科学的研ロ

究の教が増加している。戦争く第2次大戦）の間は少な

かったが再び今日では増加していることを指摘して㌧》
r
る
。 そして，これらの研究は大体次の3に大ぎく分けて

考えられると述べている。即ち，（註1）

　　1．Sociologe　of　reading（読書社会学）

　　2．Physiology　and、psycholog　ofreading

＊List　of　Westem　Literature　on　Reading（1）

窓＊By　Takeshi　Murofushi

　　　（Japan　Library　School，Keio　University）

　　　（読書生理学と読書心理学）

　　．3．Teaching　of　reading（読書の教育）

　夫々について研究を中心にして豊富な参考文献があげ

られ総括的に考察されている。読書の研究を始める者に

，とっては優れた指針となる。・

　我が国に於けるこの分野の科学的研究は，これからの

研究に待つものが多いように思う。そのために欧米に於

ける研究を十分に知ることが重要であろうと思う。

　そこで文献（1）として研究の第一になすべき準備行為

の一つとしての文献調査をまず一般的な研究調査に関す

る文献を教育学を中心に戦後から今日までの文献，即ち1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヲ
研究調査に関する文献（1．A）56，研究・調査のbibli－

ographyのbibliography（L　B）を40集めた。

　これらの中，直接に手にすることが出来たものの若干

にannotationをつけましたが時間的余猶がありませんで

したのでその他のもの全部に対して所有している図書館

を調べて直接に当れなかったことを残念に思っている。

　文献（n）は読書についての一般的な参考文献を予定し，
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その次からは各々の研究主題別の参考文献を考えてい

る。

　尚，この文献について御きづきの点がありましたらお

教え下さい。皆様の御叱正を乞う次第です。

　註1．参考文献（1．A）の項の⑫①の中に述ぺている。

各論については⑳，㈱，㈱の文献を見て下さい。

1．A　読書の科学的研究に関する参考文献

1．Asheim，L．E．　Research　on　the　reading　of　a・

　　　dults．、乙げ1う7α耽y　Tr6n43，1：454－61，April1953．

　　　Library　scienceの立場から，読書社会学即ち誰

　　　が何を何処で読むか。又それが人間形成にどのよ

　　　うな影響を及ぼすかについて成人の読書について

　　　の研究。

2．Betts，E．A．　Improvement　of　reading　in　ele・

　　　mentary　schooL　E4％o観o紹l　R600γづ，vol．29，

　　　Sup．，p．141－161，Janua坪1948．　Bibliogmphy

　　　あり．

3。Betts，E。A．　　R636σ76h　on76α4ing彦3σ≠hi励・

　　　ing　P7066∬．Philadelphia，Temple　University．

　　　Dept．　of　Psychology，Reading　Clinic，1954。

4．Brickman，W．W．．Reading　instruction　and　in｝・

　　　provement．Sohoolαn4Sooi6砂，65：231－7，

　　　March291947。　　　商bliographyあり．

5．Burkart，K　H。　　Analysis　of　reading　abllities．

　　　ノ∂z67nα1（ゾE4z‘6α！ionol　R6s6σ70h，38；43（｝一一9，

　　　February1945．

6．Camichael，L．　D㏄s　reading　tire　you？　Com。

　　　ments　on　visual　fatigue　in　readi叩。Eπ8’1げsh

　　　力π7ア2α1，36：487－8，November1947．

7．Chicago．University．Reading　qinics．　　α初げoσl

　　　si％ゴi6s　げ躍　72α4ぎπ9，　1．　　　Chicago，University

　　　of　Chicago　Press，1949．　Bibliographyあ’り．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　し8．Davis，F．B．　　Research　in　reading　in　high

　　　school　and　college．　R6∂ゴ6z〃　oゾ　　E4zκα’ガonσl

　　　R656α76h，22：76－88，April1952．

9．Dolch，E．W．　School　research　in　reading．

　　　El6吻6π！α7夕ELπglJsh，33：76－80，February1956．

10．Durre11，D．D．　Some　m亘sts　in　reading　research．

　　　〈旋z琵oπαl　Elε”¢εn！α7y　　」P7in6i1》α1，　35＝　17－20，

　　　September1955．

11．Durre11，D．D．and　Murphy，H．A．　Research　in

　　　reading，　1946－1948．　　R6加6z〃ρプE4zκαiionσJ

　　　R6s6α70h，19＝95－106，Aph11949．

　　　Bibliographyあり．
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12．Gates，A．1．　　：Frontiers　in　educational　reseafch

　　　in　reading．ノ∂％”¢召！のF　E4π‘σガoπα1’R6s6σ■oh，

　　　40：381－8，January　1947．

13．Gates，A．1．　∈bme　characteristies　of　research

　　　in　the　teaching　of　reading．　1物Conference㎝

　　　reading．　Clσssγoo”z　記‘h”勾z昭s　∫η　げ”ψ〆o漉”9

　　　グ644げπg．　p．17－22．

14．Gilbert，L．C．　　　Laboratory　techniques　and、

　　　children’s　leaming．Zn　Califomia　Univ＿E伽一．

　　　‘σガoπα銘4So‘iα名y，p．51－63．　Biblio⑳phy

　　　あり．

15．Gilbert，L．C．and　Holmes，J．A．　　Read正ng：

　　　psychology．　R6z雇6zoα〆E4z‘6α’ionσJ　R65θ4■‘苑．

　　　25：77－91，Apri11955．　Bibliographyあり．

16。Gray，　．S．　AdVantages　of　coordinating　reading

　　　rese　rch　in　social　science．1n　American　Edu・・

　　　cati　nal　Research　Association．　加ρ70”初9

　　　蜘，吻nσ1翅卿6h。Omcial－rep・rt，19娼．

　　　P．1－19．

17．Gray，W．S．　How　research　has　expanded　our

　　　und　rs惚nding　of　reading．　」物iJoη’s　S6hools，

　　　48：5－7，August1951．Bibliographyあり

18。Gray，　、．S。Implications　of　research　for　the　im－

　　　prov　ment　of　reading．E伽6召’ioπ，70：539一」47レ

　　　May1950．　　　Bibliographyあり．

19．Gτay，W．S。　Needed　research　i尊re3ding。

　　　El6　6ηi‘z勿ソ　Elng〃sh，19：10q－8，February1952レ・

　　　Bibli　gmphyあり．

20．Gray，　．S．　　Progress　in　the．study　of　reada－

　　　bilit　．E1召”z67z∫‘z耽y　Sohoolノ；o％■ησ1，47：491－9夢

　　　May1947．　　　　　　Bibliographyあり．

21．Gray，、．S．　Reading．盈Monr㏄，W．S．ed。

　　　Eπ6610ρθ4iα6ゾ’E4祝αz！ionσ1　ノ～召sαz70h。　revじ

　　　ed．，　ew　York，Macmillan，1950．p．965－6．

　　　読書の科学的研究のinterestの発葦について述ぺ

　　　ている。bibliographyあり．

22．Gray，W．S．　ReadingI．Sociologyofreading．盈

　　　Monr㏄，W・S．ed・E鰐610ρ6伽ヴE伽oσ∫加σl

　　　R6s6α70h，revl　ed．，New　York，Macm。皿an，

　　　1950．p．967－972．

　　　定義を与え，史的にその基本的な面を考察して個

　　　々の問題一例えば読書のsocialeffect，readability、

　　　等々にふれ将来への発展へのstepに至っている6

　　　Bibliographyあり←

23．Gray，W．S。　Readi㎎L　Physiologτy　and　Psy－

　　　chology　of　reading．ZπMonroe，W．S．ed．
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読書科、学（1．1）

　　　　　　　E吻ごJo加伽げE伽6副o”σIR8s2α励．rev．

　　　　　　　edl，New　York，Macmillan，1950．P．972－987．

7　　　　　Mo≒or　processeg　in　reading，mental　pr㏄esses

　，　　　　　　　　　一in　reading，　factorき　related　to　progress　in・ora1・
篭　な　ざ　ナ
ギ　　1，ノ　　reading，hygiene　of　readingについて読書の生

　ハ1　．’・・理学，心理学について述べている。 　bibliography

　　・，　　　あり．

　　　　、．．24．Gray，W．S．　Reading皿。Teachingofreading．

　　　　　　　1n　Monroe，W．S．ed．・E鰐oloρ召伽of　E’4π一

』し　　　　　，o襯onσl　R656ακh．rev．ed．，New　York，Mac一

　　　可、．　1，millan，1950．p．987－1005．

　　　　　　　Reading　readinessに始まり　aims，organization

　　　　　　　『and　time　allotmentや　nature，content，and

　＼　　　　gradeplacementofreading血aterialsやmethod
き　ジ

　♂㌣　．　　　　　　of・teaching，　reading　in　the　content　fields，

　．、　　　　　Φagnosis　and　remedial　readingに終っている。

　　　　可　1．　Bibliogmphyあり．

　　　　25．Gray，W．S．　Sπ挽窺αプyα　枷6s娠4’ioπs

　　　　　　　761σ’i％9！o紹α4初9．1924年Julyから毎年その年

　　　　　　　の研究のsum1naryをしている。B必IJo9〆8phy2

　　　　　　　－33を見よ。

　　　　26．H：a亡is，T．L．　Implication　for　the　teacher　of

　　　　　　　recent　res£arch　in　high　school　reading．　鞠h

　　　　　　　5’ohool　loπ7nα1，39：194－206，January　1956，

　　　　　　　Bibliogmphyあり．

　　　　27．、Hatch，S．P．and　Sheldon，W．D．Strengths　and

　　　i、　　　　weaknesses　in　reading　of　a　group　of　fourth

　　　　　　　grade　children。　El6郷6κiα耽ソ　E”8距3h，27＝254

　　　　　　　・』60，Aph11950．

　　　　28・　Jackson，J．　　Survey　of　psychologica1，socia1，3nd

　　　　　　　environmental　differences「between　advanced

　　　　　　　andbretardedreaders．P6吻9・9姻5伽細η

　　　　　　　4π4　ノひz67nσ！　α〆　Goπ61io　P5yoholo窪ソ，　65：113

　ザ唱　’．　　一31ゴSeptember1944。

　　　　29，K6yser，M．L．　R6search　in　reading　in　the

　　　　　　　elementary　schoo1．R6漉ωげE伽o碑oηα」

　　　　一　，R65召σκh，22：65－75，Apri11952．Bibliography

　　　　　　　あり．

　　　・13αbyc㏄kl『F．Onc・mmmicad・nam・ngreading

　　　　　　　specialists．．Pθoδoみノ碑吻α1げE伽oσ渉’oπ，

　　　　　　　31：99－104，September1953．

　　　　31．M皿lef，V．V．and　Lanton，W．C．　Reading　a、

　　　　　　　chievement　of　school　children，the血and　no寸v．

　　　　　　　・E伽傭鍔勘9！」sh，33：9i－7，February1956，

　　　　　　　Bibliographyあり．

　　　　32‘．Painter，H．W．and　Franz6n，G．F．Synthesis

、

　　　of　re§erach　on　the　placement　of　readi血g　ma。

　　　terial　in　secondary　school　Iiteratureゴ　abstract

　　　of　doctor’s　disser田tion．10％7ησ1（ゾEづz‘oα≠ゼoηαl

　　　R6s6ακh，39：304‘6，December1945．

33．Porter，R．B．and6thers．　Research　in　reading

　　　du亘ng－the　war－years．R6加6ω‘ゾE伽o諺io㍑αl

　　　Rθsθα〆¢h，16：102－15，Apri11946．

　　　Bibliographyあり．

34．　Research．ノ∂z6グπ‘zlρブE4z4（7αガo”，137：26－8，

　　　January　1955．

35．Research　in　reading』ノひ％7πσ1‘ゾE4π6α！げon・

　　　137：26－8，December1954．Bibliographyあり．

36．Robinson，H．M．Factors　which　affect　sucess　in

　　　feading．　　El6”z6麗∫‘z角ソ　S6カoolノヒ）z6”zα1，55：263

　　　－9，Januaη1955．　　　　Bibliographyありr

37．Robinson，H．M．Personality　and　reading．　Z廻　，

　　　Educational　Conference　1952．　　ハ4ヒ）40プη　64z4曽

　　　cα距oηα12り〆oδ16卿s，p．87－99．Bibliogmphyあり．

38．Robinson，H．M．　　Technics　of　case　study　in

　　　reading．ノ効　Amehcan　Educational　Research．

　　　Associadon．　1”z1ウ〆oθ6n8・　64zκσ擁oπσ1　76s6‘z〆6h；

　　　砿万o’‘zl　76ρ07’。　1948．　P．23－8．

39．Russe皿，D．H．　Reading　succesg　and『personality

　　　development．　E16翅6π如7y　EπgJish？25＝73－

　　　82，February・1948．　　　　　Bibliogmphyあり．

40．Scott，C．W．　Forest’view　of　pregent　research

　　　in　reading．　　　E4z‘‘αがoπolαπ4鳶』yoholo9づαzJ

　　　M6αs解酬傭，vo1．14，no1，P．208－14，1954．

　　　Bibliographyあり．

41．Scottish　Counicl　for　Research　in　Eduation．

　　　、S伽‘漉3初　70σ4勉g．　London，University　of

　　　London　Press。

42．she！don，W．D．and　carrillo，L．w．　Reladon

　　　of　parents　home，and　certain　developmental

　　　characteristics　to　chilqeren’s　re4ding　ability・

　　　EJ6”36n’σ耽ソ　SohooJノひz67πσ1，　52　：262－70，

　　　Janua可1952．　　　　　　　　Bibliogmphyあり．

43．Sheldon，W．D。and　Cutts，W．G．、Reladon．of

　　　parents　home　and　certain　developmental

　　　characteristics　to　children’s　reading　abili妙．

　　　Elo卿伽如7y　SohooJ／o％7πα1，53：517－21，May

　　　1953．

44．Sheldon，W．D．and　Hach，S．D．Strength　and

　　　weakness　in　reading　a　group　of　third・grade

　　　childen．El6”26’σ角ソ　Sohool／bπグn81，　503445－

　　　52，Apri11950．
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45．Smith，D．：E．P．　　：Fit　teaching　method　to　per・

　　　sonality　structure．π匁h　S‘hoolノ∂％グπol，39：

　　　167－71，December1955．

46．Smith，’N．B．Persona1・and　social　values　of』

　　　reading．　El6〃z6n！‘z耽y　En8’1おh，25：490－500，

　　　December1948．　　　　Bibliographyあり．

47．Smith，N．B．　　Readiness　for　reading．El・

　　　6卿6π’α7＝ソEnglJsh，27：31－9，91－106，January、

　　　February1950．　　　　Bibliographyあり．

48．Stuart，A．　　Reading　habits　in　three　London

　　　borovghs．ノ∂z‘7n‘zl6り「Po6z‘”z6n！‘z！ion，8：33－

　　　49，March1952．

49．Toops，M．D．　Core　program　does　improve

　　　reading　Proficiency．」E4παziion114卿iπ’s！7‘z〃on

　　　伽4S砂67薦o犯，40：494－503，December1954。

　　　Bibliographyあり．

50．Traxler』A．E．　Research　in　reading　in　the　U・

　　　nited　States．ノ∂z‘プnol夢E4z‘oo’io％σJ　R6s6076h，

　　　42：481－99，March1949．Bibllographyあり。

51。Traxler，A．：E．and　Townsend，A．　　・

　　　β必1面970ρhツ，の項の36－37を見よ。

52．Triggs，F．O．ed．　Supplement　on　reading

　　　research．　E4zκ8距onolαn4」Ps；y‘hologi681

　　　漉05π7ηz6π’，vol．14・，no．1，P．165－231，1954．

53．Unsolved　problems　in　reading　l　Symposium。

　　　El6卿6ni召勿ソ　Eπ81ish，　31　：325－38，　416－30，

　　　October・November1954。　Bibliographyあり．

54．Wangner，0．R．　、What　we　really㎞ow　about

　　　reading．Elε”z6πio耽y　Eπ81ish，27：23－5，Janu，

　　　ary1950．　　　　　　　　　Bibliographyあり．

55．Willey，D．S．and　Thomson，D．W．　E：ffective

　　　r6ading　and　grade・point　improvement

　　　with　college　freshmen．S‘hool召n4So6紐y，

　　　83：134－5，Apri1141956．

56．Witty，P．A．　Phonics　study　and　word　analy。

　　　sis．E’1伽6n∫鍔Eπ81’5h，30＝296－305，373－

　　　9，May－October1953．　Bibliographyあり．

　（Researchの項終り。bibliographyは次号を見て下さ

　　い。）

　上記文献の利用について

上記文献の中には慶応大学図書館に所蔵されているの

もあります。御希望の方は下記によって御利用下さい。

　　　　　　　　　　　＿．＿繍．遡

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　べ　〆　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㌧驚
慶応義塾大学文学部
　　　　　　　　　　　　　利用案内
図書館学科附属図書室

’1951年，　アメリカ図書館協会の協力の許に慶応義塾，

大学に大学課程としての図書館学科が我が国に於て初め

て創設された。その際にアメリカ図書館協会によりて当

図書館の蔵書構成の仕事がその委員会の手でなされた。、

この蔵書が基礎となり，その後・ックフェラー財団によ

って学科に対する援助が本年六月まで5ケ年間続いた が

図書館の蔵書もその援助により内外の図書館学の資料を　　・・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、　響集め今日に至っている。現在約単行本4000冊雑誌110・

種にその他パンフレト等図書館学に関する文献を持って　’　〆帰
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1・、礪
いるo　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・b

　これらの蔵書はDCによって分類整理され広く一般に　　　妥

無料で公開されている。　　　　　　　　　　　　　　　　　』巳

利　用　の　栞

下記の要領で公開しています。

1．開館時間

　　平日9時一18時
　　土曜9時一14時30分
　但し日曜　祝祭日等は休館一

2．貸出期間

　a．図書　普通2週間。但し更に利用の申出があれ

　　　　　ば改めて2週間のrenewが出来ます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　b．R印図書　R印の図書，いわゆる　referene

　　　　　　　　bookは貸出レまぜん。

　c．雑誌普通1週間。但しboundしたものほ
　　　　　　　R印図書と同じ扱いをします。

　　尚，お申出に対してclassでreserve　book・と

　　して指定されたもの又claSSで使用の場合，その

　　期間お断りします。

3．－郵琢による貸出について。本来ならば無料です尽

　　きですが予算を取ってありませんのでpこの場合

　　送料だけは御負担を御願“致します。　　　　・、

4．電話によるreference　serviceも行って居りま

　　す。

5．尚，詳細については下記へお問い合せ下さいo

　　　東京都港区芝三田2－2

　　　慶応義塾大学文学部図書館学科附属図書室　　．・

　　　　　　　Te1・三田（45）5181－8、内線43

（室伏記）
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　日本読書学会創立趣意書
r◆0φOO●■㌔’OO5・㌔ρ層暫■9㌔0・、、の㌔●■㌔’億09鴨冒’■069㌔ρ5◎■ρO■9■㌔’．●．．㌔一■暫5顧O，昌㌔ρ・．一働．■φ■．■・㌔一90一●㌔●0や■ρ・O●働

　最近のわが国における読書文化の発達はめざましいも

　　　　　　　　　　　　　　　　　日本読書学会創立世話人のカ1ある。しかし，読書文化のもつさまざまな局面を科

　　　　　　　　　　　　　　代表東京教育大学教授　　　石山脩平
学的に今析研究する学的活動むちいまだじゅうぶんでな　　　　　東京大学講師　　　　　　　　裏　田　武　夫

いうらみがある。　　　　　　　　　　　文部事務官　　　　大内茂男
　最近，全国の各学校・家庭・社会等の関心を集めるよ　　　　　立正学園女子短期大学助教授　岡　本　奎　六

　　　　　　　　　　　　　　　　東京大学教授　　　 勝田守一うになった読書指導の分野においても学的な基礎と方、

　　　　　　　　　　　　　　　　東京学芸大学教授　　　阪本一郎
法を畜つ研究が漸次あらわれてはきたが，わが国の読書　　　　　東京教育大学助手　　　　　　佐　藤　泰　正

・文化の向上を図るためには，複雑な実態をもつ読書現象　　　　東京医科歯科大学教授　　　　島崎敏樹

　　　　　　　　　　　　　　　　東京教育大学助教授　　長島貞夫を科学的に究明することが現下の緊要事である。
　　　　　　　　　　　　　　　　お茶の水女子大学教授　　　　波多野　完　治・1
　；れには散育学・心理学・社会学・言語学・騨・　　鯨教育大学附属小学校教諭花田哲幸

図書館学，その他の諸科学と学校・家庭・社会などの指　　東京教育大学教授　　平沢　薫

　　　　　　　　　　　　　　　　丈部事務官　　　　 深川恒喜一導の立場にある者とが提携協力して総合的に研究を進め
お茶の水女子大学助教授　　松村康平’

ることが必要である・よって・われわれは・ここに日本、　国立国語研究所員　　村石昭三・

読書学会を創立し，各界の同志の参加を得て，新しい読　　東京学芸大学学長　　　村上俊亮

・害学の領域を匪拓し，わが国における読書文化の発達な　　　　　慶応義塾大学講師　　　　　　室　　伏　　　武

　　　　　　　　　　　　　　　　東京学芸大学助教授　　望月久貴らびに読書指導の進歩に寄与しようとするものである。
最高裁判所家庭局第三課長　森田宗一

　・昭和三十一年九月一日・

㌔ρ㌦6’㌔・㍉巳6㌔φ’、ひ㌔9’㌔夢㍉5’㌔’一。5’㌔・’・昌’。。・5㌔’6・・”閣ρ■・5ら㌔・5や露“””・‘o”直。・φ！“5㌔●1●56㌔・’働巳ひ。。9巳’

　日本読書学会会則
鴨一ρ㌔♂㌔．・舶恥曹ψ。舶9㌔9㍉一の㌔・9㌔φ■．♂㌔φ■鮎9。・’㍉・の㌔♂㌔’㌔D5㌔ヂ・・●㌔σ6．巳’㌔◎嘔㌔φ曝●♂●鱈，巳舶・㌔♂％の㌔D・

　　　第1章　名称と事務所

第1条　本会は日本読書学会と称する。

第2条本会の事務所は当分の間東京教育大学教育学研

　究室内に置く。

　　　第2章　目的と事業

第3条本会は読書に関する科学的研究を志す者の連携，

　協力によって日本における読書文化の発達ならびに

　読書指導の進歩を図ることを目的とする。

第4条本会は前条の目的を達成するために次の事業を

　行う。

一58一

1。会員の研究促進を目的≧する大会の開催。

2．会員の共同研究を目的とする部会の開催。

3．会員の日常の研究・実践活動の情報の収集ならび

・にその紹介。

朱読書及びその指導に関する内外諸文献の調査並び

にその紹介。

5．内外における蘭係諸団体との緊密な連絡。

6．会員の研究業績その他を掲載する機関誌の編集。

7．会員が本会の組織運営に関して協議する総会の開

催。

　　　　　　　　　　　　58
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　8．その他本会の目的を達成するために必要な事業。

　　　　第3章一組織と運営

第5条本会の会員は正会員，名誉会員とする。

　正会員は本会の趣旨に賛同して会員となることを申

　し込み会費を納入したものとする。

　名誉会員は本会の運営に功労のあったもの，または

　本会の事業に財政的援助をしたもので，理事会が推

　薦したものとする。

　会員であって会員の業務を怠り，または不都合な行

　為をしたものは除名されることがある。

第6条会員は本会が営むあらゆる事業に参加すること

　ができ，また本会の機関誌その他の出版物について

　無料配布または優先的配布をうけることができる。

第7条本会の事業を運営するために次の役員を置く。

　　1．理事　　若干名

　　2．監事　　2　名

第8条理事及び監事は総会において正会員が互選する。

第9条理事は本会の事業執行の責任を負う。

　理事によって理事会を構成する。

第10条理事の互選による理事長を置く。

　理事長は会長として本会を代表する。

第11条　理事の互選によって理事長の外に常任理事若干

　名を置く。

　理事長及ぴ常任理事によって常任理事会を構成する。

　常任理事会は理事会の委託をうけ本会の通常の運営

　について常時執行の任にあたる。

　　　　　　　　　　　　　　　　彙、　報

第12条　甦事は本会の会計を監査する。

第13条理事及ぴ監事の任期は2年とする。但し重任を

　妨げない。

第1條　役員はすべて無給とする。

第15条　本会に支部を置くことができる。支部に関する

　規定はこれを別に定める。

　　　　第4章会　　計
第16条本会の経費は会費1寄附金または補助金等によ

　・って支弁する。　　　　　　一　　　　　’

第17条会費は当分の間年額400円（仮）とし毎年3月末

　　までに次年度の会費を納入すべきものとする。

第18条　本会の会計年度は毎年4月1日より始まり翌牢

　　3月31日で終る。

　決算報告及び予算案は総会において承認及び審議決

　定される6

　　　　　第5章雑　　則

第19条　本会の会則の改正は総会において審議決定され

　　る。

　附則
第1条本会則は昭和31年9月1日より効力を発生する。

第2条本会の創立より2年間の役員は，第8条の規定

　にかかわらず，創立世話人をもってあてる。

第3条昭和31年度に限り会計年度は昭和31年9月1日

　に始まり昭和32年3月31日で終るものとする。

第4条昭和31年度に限り会費は200円とする。

　　　　　　　　　　　　　　　、

，■．・6’。・ロ侮唱6％6’㌔〆◎・・㌔・5う・・’。・ロ㌔’。。6勝．目’噂・・髄。・一◆咀碑。・■◆．・・。，6・一の％■鵬。一’％6簡閣φ・．1。辱一9・噂ム・。．．5◆巳δ㌔．鴨．■

　日本読書学会成立の記
’●層’ロも・の㌦9■㌔ρ㌦恥・ψロ㌧■㈹じ一9ら・“”■㌔φ噂・・9㌔φ㌦闘層ジ■。・●％♂．・φ’。・6㍉♂㌦’。。・■㌔’層。・●㌔’㍉的・φ’㌔ρ。。。’・一

　　　　　　◇　◇　◇
　日本読書学会は，別掲の創立趣意書にあるような意図

の下に，今年九月一日に設立された。設立の際の世話人

は，同じく趣意書に名を列ねられた十九氏である。

　そこで，以下，世話人の一人として設立にいたるまで

のおもな経過を述べて，会員ならびに，読者各位への御

報告としたい。
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今年一，二月のころ石山脩平氏，阪本一郎氏，大内茂　　　　叫

男氏および小生等の間で，最近盛んになってきた読書指
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〆導の研究を，さらに前進せしめる方法について話しあづ

たことが昂・？牟。それには，指導技術の上だけ．でなく，

さらに根本的に読書という現象を科学的に研究し，これ

を教育学・心理学・社会学・言語学・国語学・医学・図

一59一



ふ』’1・』　　　　　　　■

　！呉い∵読　書』科　学（1．1）
　ルぜ
　魑・拍、

蕩．書館学蛇の広噸域の学者嚇力にようて誰める必
　臨、．』．、要参あうのではなかろうか・，読書は・，そしてとくに読書
欝∵詣導をま読書ンこよって訊間のよりよヤ、形成をめざそ5と

・餅．ゼするも9であるので・読書と人間形成との関係につい
、蹟寵《牝

、て，いわゆる読書論タィプの論説や評論だけでなく，学
拶篤’’、，1　舶な研究がなされてしかるべきではなかろうか。

撫4亙塾』・．悪書追放が昨年春，世人の関心事として大きくとりあ
　マリじゴドヨ　　　ノ

齢』’∵げられ・読書指導が学校や社会での関心のまととなって

齢神ン㌧いるときでもあるので，世上の良書悪書論や，読書指導
1総㌣r融薦となるべきものの一つとして，読書の人間形

羅籔∴べ』』成に及ぼす影響について，いろいろの専門分野の学者の

・戴▽’協加よって研究を始めてはどうか．読書感想文の指導

』騒鋭ドやコンク”ノレカ雪盛んとなってきて・このこと自体は大変

攣麹轡いことだが・個々の本についての感想とい5だけでな

～㌧．一旨く，個々の本の感想を積み重ねた読書歴，それも読書感
　　タの

　拶ご㌢，想文の累積のみでなく・人間の成長歴の中での読書の意

　鋲、コ　義や位置を研究することが，必要である。この種の研究
鐵』；∫』，は世界的にもまだ未開拓の領域であるので充分に学的な

墜ご　一検討≧背景をもって・純学問的な立場で始め・読書指導

甑灘螺型灘雛鰯寒捲
膨．ド’後約一ヵ月の間に前記の日本読書学会倉旺立世話人±九氏

知、，｝、，・の意見が一致して「読書の人間形成に及ぼす影響に関す

　◇』，哩羅灘欝雛些藷島し，る
　タレ
　論1、だ 　ものがないためもあり，かつ，全く新らしい主題に つい・

　　　　　て，いろいろ異なった専門分野の研究の研究者の集まり
　ト．㌔

　・．』与　’でもあるので，準備的な研究会をまず数回重ね，その間

　　　　　に，当初の主題研究の具体化を図ることとなり，四月以来

　　㌧　　毎月一回，月次研究会を開くこととなった。この間，こ
勤～・一噺究会は，r読書緯合研究会」と会具相互徹呼ぴ

難’ならわされてきたεであ計◇

麟、◇，：次に・四月以降のおも噺究会の内容を摘記しておと

巽㌧、、辺う昭下にかかげる要約は・研究会の批で・会員相互

　　　　　のメモや研究の進行の連絡のため，ガリ版刷りで会員間

　　　　　をヒくばったものを，そのまま転載することとしたもので
　　　一、　監

　　　　　ある。・これはわが国に，あたらしい学余が生まれるまで

　、．．　　の歩みとして，重要な記録である。

　　い　o．

　　　　　　　　　　＜読書総合研究会ノート＞
　　・歪「

　・ボー・　　1　日　　時　昭和31年4月17日（6．00～8．00）
　　’ノ価、

　　　　デ皿出席者石山阪本望月村石島崎松村　　寸。二

　　　　　　　　　　　　長島　花田　岡本　裏田　平沢　深川
　へ

　　　　　　　　　　　　大内　室伏（Gitler氏代理）委員出席

　　　　　’血　研究内容

馨
　メェイじコ
　　ヤ　　　　　　　　　　　　　　ず

　　　i’　 1．発　表阪本一郎氏「読書について従来どのよ
　　■　　　ヲ

　　’　　ゴ

　　し
難∴

一60一

　　　　　　　うな研究がなされてきたか」

発表要旨

（1）読書研究の発達

　第1期（1，880年代）視覚的mechanicsが主題と

　　なり，生理・心理学的研究方法が行われた。

　第2期（1，910年代）　読書能力を測定・分析する

　　Reading　testが行われた。

　第3期（1，930年代）　読書材の分析の方向に向か

　　った。

　第4期（戦後）

　　イ．読書と人間形成の関係における研究の方向

　　1があらわれた。

　　　（Bibliography　が行われたことなど）

　　ロ。個人と社会とり関係における研究が行われ

　　　はじめた。

（2）現在における読書の問題

イ．読書指導のヵリキュラムを作る必要

　何を読ませるか，どのよう・な本を読ませるかなどo

ロ．読書社会学的研究の必要

　（イ）本の流れ　　（切　地域に、よる読書活動

の　読書に関する教育運動とその影響

⇔　年令・性別・職業による読書状況の違い

爾　読書の実態調査は，従来，ばらばらに行われ

　ていたので，これを統一させて行5必要があ

　る。この調査は，読書能力・興味の発達等と関

　連させながら行う。

ハ．Case　studyによる読書と人間形成の実験的研究

　ω　読書遍歴をさぐる

　（ロ）具体的個人をとって，反応をみる

　の　優秀な児童をも行ってみる

　←1欠陥児のほかに，生活社会的適応を欠いた不

　　良児・犯罪児の治療を行ってみる

2．研究討議（読書総合研究会の研究方向について）

・（1）読書研究についての資料をできるだけ多く集め

　　う必要がある。

（2）読書社会学的研究は今後研究の重要な課題であ

　　ると考えられる。

（3）読書の範囲をどう考えるか。

　　このことについては，図書の範囲に限定するとい

　　う意見と視聴覚的なものも切り離さないで考える

　　という二つの意見があったが，結論は得なかった。

　（4）読書と人間形成の実験的研究も必要である。

（5）　こどもの「読書遍歴」を調査することは意義の

　　あることと思われる。

3．青柳幸一氏（長野県南安曇郡豊科中学校教諭）の意
　　　　　　　　　　じ
　見「中学校の読書指導において当面している問題」

　（1）必読書の設定はぜひ必要なことであるが，その
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　選定基準が確立されていない。教師は青少年の読

　み物に精通しないので指導に困難がある。

12）学校と地域社会の読書環境が違いすぎるので，

　読書指導に困難がある。

（3）教師は新しい読書指導観を確立しその指導に当

　らなけれぽならない。

＜読書総合研究会ノート＞

1日　時昭和31年5月17日
1【　出席一者　石山　裏田　大内　岡本　阪本　佐藤

　　　　　　　島崎　花田　平沢　深川　松村『村石

　　　　　　　室伏　森田　の各委員

皿　研究発表　森田宗一氏「保護少年の読書傾向につい

　　　　　　　　　　　　て」

　・1．保護少年と読書との関係については，保護機関そ

　　れぞれの系統的調査や研究が行われていないため，

　　提供すべき材料が乏しい。

　2．ち・かごろ，読書の影響ということが強調されすぎ

　　ているように思う。この点に一考の要がある。

　3．読書の影響をあまり受けていないというものにつ

　　いても考えてみたい。

　4．保護少年の特殊性は，戦前にはあったが戦後にお

　　いては一般少年と大差がない。こ、のような観点に立

　　って読書との関係を考えてみる必要がある。（〔家庭

　　調査室〕においての調査によると，戦前における保

　　護少年のIQは80く’らいであったが，戦後は90～94

　　ぐらいとなっている。）

　5．保護少年の状況調査をするための〔少年調査票〕は

　　生活史と環境調査により，縦横の面からダイナ・ミッ

　　クに調査し，要因を把握して処法を講じている。

　6．非行の現在状況を把握す・る際に，好ましくない読

　　書の影響と1いうことが浮びあがってくるが，こめよ

　　うな判断のしかたはじゅうぶんでない。単に読書だ

　　　　　　　　　イ　　けが非行の原因となるとみ為ことはできないよ うで

　　ある。家庭環境，社会環境，その他種々の要因を考

　　え合わせなければならない。

　7．非行少年の読書傾向

　（1），擬して本に対する親近感がうすい。

　（2）努力を要しないで読めるようなものを求める。

　　　（中には多読家，読書家もある）

　（3）　冒険活劇を好む。

　（4）気軽に読める雑誌を好んで読む。（平凡の類）

　（5）最．近の出版界のプームとなっているものを読む

　（6）問題となっているもののダイジエ界トを読む。

W　研究討議

　1。少年院等の処置の効果（読書による）を実験して

　　みプヒらどうかo
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彙　　．報，

　2．読書過多の者とそ5でない者についでのパーソタ

　　リティーを調べるよい方法はないか。

　3．読書量とIQは比例するものか。

　　一般的には比例するといえると思うが，そうとも限

　　らないのではないか0

　4．読書だけでは人間形成にあまり影響しないのでば，

　　ないか。一読書とからみあった他の要素との関係，を

　　みなくてはならないがこれをどうとらえるかが商題

　　だ。

　5．読書が性格と結びついて拍車をかげる場合があ。

　　る。

　6．読書をする場合，自分の希望を読書によって満た・，

　　そうとする，自己の現実をよりよくみつめようとず

　　る，、戯化的な読み方をする，という三つのタイズが，

　　あ，るように考えられる。非行の場合は第3のタイプ

　　のようである。　　　　　　　　，　　’　、

　7．読書のタイプに自己追求のタイプと自我拡散のダ

　　イプがあるというように考えられないか。

　8．保護施設などをつくる場合，現実の社会や家庭へ

　　の適応ということを念願においた上でつくらなけれ

　　ば逆効果を生む場合もある。

　9．週間雑誌は影響力が大きい。記事の書き’かたによ

　　ほど注意がいる。　　　　　　　　　　　　亀

　10．Background　read沁9　を米国の図書館人が強調し一

　　ているのは，人間形成の基礎に，広い読書経験ゐ坐・

　　を築いておこうとするもののように思われる。F

　11．読書のカリキュラム，読書のクライテリヤ等につ・

　　いての研究が今後なされる必要がある。

　12．保護施設のこども，ふつうのこどもに同じ本を与1

　　えて対象実験をしてみたらよい。

　13．こどもの読書遍歴をさぐってみる必要があるρ

　14．こどもの書評とおとなの書評を比較してみるのも、鵯

　　よいo　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＼

V　今後の研究・実験の主題について

　1．読書のカリキュラム作成

　2．読書のクライテリヤの研究

　3．読書実態調査
　4・．保護施設の少年についての読書効果をみる実験研：

　　究　　　　　　　　　1

＜読書総合研究会ノート＞

1　日’　時

H　出席者

皿　研究発表

昭和31年6月14日（木）

石山　裏田　阪本　佐藤 深川　室伏

岡本　望月　　ド1　　　　　　　’

裏田武夫氏「おとなの読書について⊥

（1）読書の観点として下記の四つが考えられる。．

　（イ）読書する主体　　（⇒　読書の内容

一61一

㌔矯・　　　　沖

卜～一

痢癩

冠

粛

　．了橿

㌧　　1

　、　　一　、　，
　鞠・　蜜ぷ

　・誉象

　　・y

欄
鍵

ち

、
「罫ゾ

A．、

1
ユ

甲F

灯

禰
，鱒

・べ麟

　　蔚

ーも噸

・筆袴！

　　尋

　．・．ヂ



態

一P冥　コ

獣証1

一糞㌧1

ザ　’

瓢　．

」！　「

轡㌻1粘

蒔副．
ぐコ

rで

群ド・
薯”
導
観』

』，r

’

～

馨

纏ビ沈！

　　こア

影
昼
ダ・』

爵
．

←

導ギ

翻
襲．

聖、一、

f

へ

4

読書’科学（1．1）

　　の　読書の場　　　　㊤　動機と効果

　　読書という現象は，上記の四つの要素が結び合わさ

　　っておこるもので，総合性を持つ。

　て2）読書する主体について

　　読書する主体についての分析は，・reader，non－reader

　　に分けられて，・性別・年令・教育・職業・・結婚の有

　　無・経済状態等の分野から調査が行われている。

　　ω　男子は，商業とか政治的なものを読む。女はレ

　　　クリェーション的なものを読む。

　　但）年令的にはteen・agerの後半がピー．クをなす。

　　の　未婚者の方がよく読む。

　　←）経済的には中産階級の者が最も多く読む。

　　　EdgarDale　によると，

　　　アメリカにおける平均学歴は9．3年，11％は，5

　　　年以下の学歴しか持たない。少なくとも5年以上

　　　の数育を受けていないと読書の習慣化は考えられ

　　　ない。といっている。

　　　しかし，数育即学歴ということではなしに，よい

　　　教育，よい先生よいふんい気がたいせつなことだ
、

　　　と考える。Gray　は，おとなの読書不振を救うた

　　　めには，公費によって読書施設をまかなわなけれ

　　　ばならない。また，小・中・．高等学校の児童・生

　　　徒に，科学的な技術指導を行い，客観化された読

　　　書技術を身につけさせるべきだといっている。

　｛3）読書内容について

　　1イ）読みをさそうものは何か。　　　　　一

　　〇　Camovsky　の説

　　　←f）accessibilityが最大の要素である。（従来は読

　　　　書のinterestによってきまる・といわれていた）

　　　（ロ）次にはreadability

　　　の　次にはinterestとなる。

　　　　Daleはreadabilityのかわりに，　communica－

　　　　bilityをあげている。

　　O　Schramm　の説

　　　　motivationとavailabilityである。

　　　　（availabilityは，　α）読書行為を起させる技術

　　　　（ロ）時間　的場　ω経済等の複合されたもの）

　　｛ロ）who，what，whereの問題は，相互関連的に影

　　　響を及ぼす。

　　釣読書要因の共通要素が多くあればあるほど，読

　　　書内容は似かよってくる。しかし，読み方には差

　　　異があることは注意すべきだ。

　　⇔　content　analysis　（内容分析）

　　　以下アメリカの例

　　　（f》生産的な偉人の伝記から消費的な伝記にかわ

　　　　りつつある。

　　　㈲　出版されたものによって，読書は規制される。

　内　おとなは中学年程度の読書力である。

　←）出版には，中学2年程度で読めるように配慮

　　する。

㈹　Schrammの，印刷物とその他のものとの比較。

○　印刷物について

　　　ω　利用について読者の自主性が強い。

　　　（ロ）　くりかえしが可能である。

　　　の　扱い方がより完全である。

　　　←）種々な意見を取り入れてvarietyに富む。

　　　㈹　印刷物は伝統的に社会的なprestigeを持っ

　　　　ているo

　　O・book，non・book　の分け方は非論理的，時問的

　　　　構成，空間的構成，時間空間的構成というよう

　　　　に分けるのが妥当である。

　（4）読書の場について

　　アメリカの調査によると，儲）1読書の場の最高を示

　　すものは友人と図書館である。　（ロ）図書館の場所

　　は商店街へと進出の傾向である。　の　文化施設の

　　利用率は農村と都市では差がはなはだしい。

　（5）動機づけ，効果について

　　ペレルソン（前シカゴ大学の図書館学校の主任教授）

　　の調査

　　←f）教養，性別等パーソナリティーの全体によって

　　　読書め効果は決定され為。

　　（司　同じようなものを読んでも同じ効果はない。

　　的　累積的なものの上に立づて，効果というものを

　　　考えなけれぽ1ならない。

　　⇔　効果の調査は，個々のケーススタディーによる

　　　ほかないようであるo

IV　研究会誌発行について

　　研究会誌を発行しようとする方向に話合いされた。

　※　次回の発表「高等高校生徒の読書遍歴について」

　　　　栃木女子高等学校　瀬田教論

参考文・献

1・Klare，G．R．＆Buck，B．：1くnow　yo皿reader．

　　New　York，Hemitage　House，1954．

2．Schramm，W．：The　pr㏄ess　and　effect　of

　　mass　communication．Univ．of　Illinois　press，

　　Urbana，1954．

3．The　news　letter．Feb．，19563Vo1．XXI　No．5：

　　55th：Yearbook　of　NSSE．

4．Waples，D．＆Tyler：What　people　want　to　read

　　about，1931．　　　　　　　＼
5．Waples，D．l　The　relation　of　subject　inナerest　to

　　actual　reading・Library　quarterly，1934．

6．Comovskyl　L．：A　study　of　the　relatio血ship

　　between　reading　interest　and　actual　reading，
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ラ．Wilson，L．R．：The　geography　of　reading，1938．

ε．Waples，n：Print，and　film　in4dem㏄racy，

　　1942．

9．、Flesch，R．F．：How　to　test　readability，1951．

10．Asheim，L．：Research　on　the　reading　of　adults，

　　Library　trends，Apr．1953．

　　　　　＜読書総合研究会ノート＞

1　日　　時　昭和31年7月21日（土）

H　出席者　石山　阪本　望月　村石　島崎　波多野

　　　　　　　松村　花田　’岡本　平沢　深川　大内

　　　　　　　室伏　森田　（14名）

皿　研究発表r女子高校生の読書歴調査について」

　　　　栃木女子高等学校　瀬田教諭

　　発表要項は別紙のとおり

1V　質疑と意見　（○印は瀬田教諭の答）

　1．作者を意識した時期はいつごろか。

　　○高校へ入って漸くはっきりしてぎている。　F

　2．読書法の指導を行ったか。

　　○行わなかった。

　3．読書時間の調査を行ったか。

　　Oこの目的のためには行わなかった。しかし，進学

　　　コースの生徒は，じゅうぶん読書にひたう時間を

　　　持たないが，意識の高いものを読む。普通霊一ス

　　　の生徒は，時間をかけてじっくり読む。家庭コー

　　　スの生徒は，読書について低調に見受けられる。

　4．この生徒たちの第一期，第二期のころは，本がふ

　　　っていしていた時期だと思うが，そのために，読

　　　書ができなかったのではないか。

　　○家庭環境のよい生徒が読んでいたようだ。

　5．読書興味を誘いおこした条件は何か。

　　○熱心な教師の指導によるこ、と，本の帯の宣伝文に

　　　よることが多かったようだ。、

　6．流行につれて読むことについては，どうか。

　　○この徴候は強くはみられないが，郷土的なものに

　　　よる影響は強いようだ。　（山本有三，吉屋信子と

　　　いうような郷土出身の作者のものを多く読んでい

　　　る）

　7．読書量についてはどうか。

　　○調査をしていない。

　8．本を読んで，かえって煩悶したという事例がある

　　　か。

　　○いまのところはない。

　9．意識の高いという生徒はどのような生徒か。

　　○生徒会の会長をしている。家の職業は雑貨商であ

　　　る。小さい時おとぎばなしを読まなかったという

彙　　報

　　生徒である。

10．自覚した読書を行っているか。

　○生徒自身の告白にはみられない。

11．学校新聞等に力を入れているところは読書意識が

　　高いようだが，この点についてはど5か。一

　〇1学期に2回発行しているが，図書招介をしてい

　　ない。

12．伴侶となる読物の発見についてはどうか。

　○これは，ある時期を経ないとでないのではないか　　覧

　　と思う。

13．当然読んでおくぺきものを読ませる方法の研究が

　　必要だ。このためには，標準的書目等を示し，読

　　書への手引とするとともに，このような書目によ

　　って読書調査を行うのも一案と思う。また，読ま

　　ない者については，どこまで読んで止めたかとい

　　う原因を探ってみることによって，何かわかるの

　　でをよな：いカ・と、思、うo

＜別紙＞　女子高校生の読書遍歴の一般的な傾向

　　　　昭和31年4月24日　栃木女子高校　基礎調査班

　各学年，各H．R．から2部ずつ集めた自由作文の「私

の読書遍歴」の分析を通してみられる女子高校生の読書

遍歴の一般的な傾向の大要を探ってみた。
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1第一期　小学校入学以前一おとぎばなしなどの絵本
　　　r
　小学校入学以前は，おとぎばなしなどの絵よみの程度

につきる。

第二期　小学校下級生時代（3，4年頃まで）一おと

　　　　ぎばなし，童話，世界名作物語

　小学校に入り文字を習5とたいてい，おとぎばなし，

昔ばなし，世界名作物語などを読んでいる。このような

読書を通じて何を得ているかどいえば，幼な心であるが

素朴な形で，何か教訓的なものを感じとっているようで

ある。　「おとぎばなしからある考え方をつかんだ。よい．

こと，悪いこと，神様がいてよい者を助ける。正直で，

しんせつで，根気の強い人こそ，いつかは成功し，幸福

になることを信ずるようになった。」と記しているものも

あり，金太郎，大江山の酒天童子を通じては，強いもの

正しいもの，勇しいものに加勢している。

　また，かぐや姫，シソデレラ，白雪姫などのよ5な超

現実的なものを本気にし，美しいものへのあこがれを強

め，自分を作中の一人物になりきって，とも．に喜び悲し

むといったぐあいである。

　世界名作物語などからは何を学びとっているであろう

か。ある者はr世界の中で一番たいせつなものは，お金

や財産でなくてそれは，やさしい，しんせつな心である」，

一63一
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読書科学（1．1）

’といい，また，ジャンバルジャン物語を読んで社会に憤

りを感じた者もある。

　このような読書傾向も小学校3，4年を境として，次の

段階に移って行く。

第五期　高校時代一文学書（外国・日本）

第三期　小学校上級生時代（5，6年）少女小説

　　　　伝記　歴史物語

　小学校上級になって著しい傾向は少女小説への熱中で

ある。小学校下級時代の超現実的な童話や，おとぎばな

1しF世界名作物語を離れ，吉屋信子の作品に代表される

よ5な悲しし・少女の運命に同情し，毎晩，遅くまで涙を

流して読んでいるという現象を呈するようになる。この

ような少女小説を通じて，美しい心へのあこがれ，人へ

の同情心が生れたようである。ことに母親のない児童な

ど，悲しい物語にわがことのように没入している様は哀

れである。この熱病に似た少女小説への没頭がきっかけ

となり，本を読むようになったと記している者もあり，
’
一
方 ある者は，この少女小説から得たものはと問われれ

ば，ただセンチメンタリズムを得たのみだというよりほ

かはないと，その熱中した過去をかえりみている。

・第四期　中学生時代一少女小説　伝記物　歴史物

　　　　文学書

　　しかし，そのうち明けても暮れても少女小説という時

　代も去ってゆくようである。構成の単純な，筋の決った

・お涙ちょ5だい式に飽きてくるというよりも，ばかげて

　思えるようになり，次に入っていくのが，偉人の伝記，

　歴史物語などである（小学校上級時代に，すぐにこの段

　’階に入る者庵かなり多い）。また，少女小説への反動とし

　てか男子の読むような，冒険・探偵小説に興味を持つも

　のもでてくる。偉入伝を読む動機の多くは学校の授業で

　ある。野口英世，中江藤樹などが動機となって，それら

　の伝記に手を伸し，一方，歴史の時間の義経の話から義

　経物語に熱中した者もある。伝記を通して，それぞれ理

　想を描き，自分を励ましているようである。

　　中学2年頃より，日本，外国の文学書さえ読むように

　なる者もあるくある者は，単に書きつらねられた伝記で

　はもの足りなくて，偉人の残した実際にふれようとして

　家にある日本文学の本を読み始めたと書いている）。少女

　小説の域を脱しきれないでいる者もあれば，専ら偉人伝，

　歴史物語を読みふけっている者も多い。教科書の一葉，

　鴎外の文の一部から，その作品を求めるようになった者

　もあったが，その読み方は，多くは濫読であるがだいた

　，い喜怒哀楽を味わうだけで，内面的には全く味けのない

　読み方であったようである。しかし，時にはヘレンケラ

　ーを読み，友だちと論じ合い，次郎物語を読み感激し，

　，アンクルトム物語から社会正義を感じている。

一64一

　高校に入ると文学書に熱中しだすのは，共通的な傾向

と認められる。その読み方は，文学を通じて，女学生と

して，また，人間としての生き方を求めるとい5中学生

時代にはあまりみられないような真剣な読書態度が顕著

である。すなわち「小説の中で女性の悩み，悲しみ，苦

しみを受けとり，その中で女性として，いかに生くぺき

かを知りたいと思う。」と述べる者，「一つの本を読み終

った時には一つの貴重な体験をしたことになり，小説の

底を流れる生きた思想が人生いかに生きるべきかの問に

対する答を与えてくれる。」「武者小路，山本有三，この

両人の思想や生き方を，わたしという自己の生活の中に

直結させて，その上に，人生いかに生きるべきかの難問

と取り組んでいきたい。私たちはたえず生活の中に読書

を，読書の中に生活を見いだして，いつの世にあっても

自己の信念を全うすぺく生ぎていく心がけを持たなけれ

ばならない。」と記している者もある。そして，上級にな

るにつれて，何かの強い，選択的な読書に向い，また，

それを自分自身のものとする努力もみられる。中には一

人の作品をじっくり読みたいという欲求から，芥川全集

を読破したものもあれば，中学時代からの表面的な筋を

追う読み方を反省し，日本文学の読み返しを企て，その

背景を知るために，社会科学の本をひもといて，明治以

降の日本経済の勉強にまで及んでいる者もあった。

　一方，文学一辺倒に反省を加え，幸福論か、ら哲学，芸

術の本を手にする者，短歌・詩に新たな世界を見いだす

者，西欧文学偏重から日本文学特に古典に新たな愛着を

感ずる者，世界吏の学習から中国に目を開き，中国文学

へ走る者，文学史の学習から日本文学を系統的にひもと

く者，このようにして，ようやく個性的な成人に向う読

み方に進んでいるように思われる。

　　　　　　　　◇　　◇　　◇

　ところで，この研究会が，回を重ねるにつれで，まず

会員相互の間からこの際，読書についての科学的な研究

をめざす学会を組織してはどうかという意見が盛り上が

ってきた。それには，わが国が世界でも高位の出版国で

あり，国民の読書活動はきわめて旺盛である現実から，

この読書現象を科学的に研究する活動を，もうと促進す

べきではなかろうか。部分的には読書現象を学的に研究

した労作もでているが，今日のように，読書が，社会事

象の中で，大き’い位置を占めてきていることを思えば，

当然，この現象についてあらゆる立場から学的に分析研

究する組織や機関があってよいはずだ。放送教育や，視

聴覚教育などの分野でも学会的な活動がなされつつある

のに，読書については，読書現象全般にわたる諸種の学

的研究の協力や綜合の機関がいままでなかったのがむし

　　　　　　　　　　　　　　　　　・（
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