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1．問題と目的

　外国語で書かれた児童文学作品を翻訳・翻案する場合，

そこには翻訳者・翻案者の文学観・児童観・教育観が直

接的に反映される。翻訳のあり方については，様々な議

論があり，その主な立場は，原作を改作するのは望まし

くないとするものと，残酷である作品は子どもたちに与

えるべきではないというものに二分されている。現実の

教育場面で養育者または教育関係者から具体的に寄せら

れる質問のひとつとして「良い読書材料の選び方」が挙

げられており，中でも「同一タイトルであるにもかかわ

らず，異なるモチーフ（主材）をもつ作品が数多くある

場合，どの作品を子どもたちに提供するべきか」といっ

た点についての質問は非常に多い。この点について，浅

場（辰見，1980）は，「原作を改作することは望ましく

ない」としている。また，松居（1998）は，物語の残酷

さについてもっとも説明しやすい材料として『三匹の子

ぶた』を挙げており，その経験からこの物語の原作を読

んだ際の子どもたちの反応は楽しそうなものであるとし

て，原作と同じ結末の物語である福音館版の『三匹の子

ぶた』を推奨している。一方，永岡書店の『三匹の子ぶ

た』’（1997）では，「原作では，最後に狼を大なべで煮て

三匹の子ぶたが食べてしまいますが，残酷なので脚色し

ました」として，原作を残酷であると判断している。し

かし，これらは主観的意見であり，経験論の域をでない。
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この点に関して小野瀬ら（1993）は，どのようなモチー

フの物語を子どもたちに与えたいかについて『三匹の子

ぶた』を対象とし，実証的研究を行った。その結果，い

わゆる原作版を子どもたちに与えたいとするのは教師歴

16年以上のベテラン幼稚園教師に多くみられ，若手の幼

稚園教師では平和な印象の翻案版を選んだとしている。

さらに，幼稚園児をもつ父親と母親では物語の展開パ

ターンを選ぶ方向に有意差はみとめられず，父親・母親

ともに，平和な印象である翻案版を子どもたちに与えた

いと考えていることを明らかにした（石隈他，1994）。

　以上のように，同一タイトルの物語に複数の種類があ

る場合，それらの作品が原作に忠実に訳された「翻訳版」

であるのか，あるいは改変が行われた「翻案版」である

のかの分類をどのような基準で行えばよいのか，それら

をどのように評価して，子どもたちに与えればよいのか

という問題についての回答は千差万別であり，主観的・

経験的意見がほとんどである。また，実証的研究は養育

者・教育者を対象としたものであり，児童文学の翻訳・

翻案に関して子どもを対象とした研究には及んでいない。

さらに，翻訳と翻案ではどちらが良いかということに論

点が絞られているが，ここで考慮すべきことは，ある物

語を読んだ子どもたちがそこから何を受け取るのか，つ

まり，何が伝わるのかという点を明らかにすることに

よって，物語を選択する基準を示すことができると考え

られる。そのためにはできるだけ多くの同一タイトルの

物語について，個々に比較検討することが重要である。

　物語が読者に伝えるものとは，主に，感化的内包とし

てのイメージと，通達的内包としてのテーマである（井

上・福沢，1995；福沢，1996）。特に，文学研究におい
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てはイメージの重要性が強調されている（井関，1994）。

高橋（1985）は，児童文学の数種の作品について再話プ

ロトコル分析を行い，各作品問の差異を検討した。その

結果，再話・映像化された作品は「個人のイメージのは

ばたきを規制している」と結論づけ，イメージが物語の

中心的要素となっていることを示唆している。また，

ベッテルハイム（1978）は，昔話が子どもたちに伝えて

いるのはメッセージであると述べている。にもかかわら

ず，ある物語を読んで児童が受け取る「イメージ」や作

者からのメッセージである「テーマ（主想）」を実証的

に明らかにした研究は非常に少ない。

　そこで本論文では，同一タイトルでありながら，様々

なストーリーが数多く出版されているJosephJacobsの

『三匹の子ぶた』の翻訳版を取り上げ，児童は各々の物

語を読んで，どのようなイメージをもち，どのような

テーマを受け取るのかを明らかにすることを目的とした。

”．方法

　読書材料の選択：国立国会図書館書誌情報によると，

1999年2月までに日本国内で出版された『三匹の子ぶた』

は34冊であり，同年3月に出版された講談社版を合わせ

ると合計35種類の作品が出版されていた。このうち，絶

版・重版未定により入手不可能である11冊を除き，24冊

の作品について分類を行った。24冊の主なモチーフは，

タイプA：「子ぶたたちが家を出る」「1番始めに出かけ

て行った子ぶた（以下「子ぶた1」とする〉・2番目に

出かけて行った子ぶた（以下「子ぶた2」とする〉が狼

に食べられる」「狼が最後に出かけて行った子ぶた（以

下「子ぶた3」とする）に食べられる」というストーリー

（8冊），タイプB：「子ぶたたちが家をでる」「子ぶた

1・子ぶた2が狼に食べられる」「狼は鍋に落ちる」と

いうストーリー（2冊），タイプC：「子ぶたたちが家を

でる」「狼に家を壊され，逃げる」「子ぶたたちが狼を退

治する」というストーリー（12冊〉，タイプD：ストー

リー性のないお風呂絵本（1冊），タイプE：子ぶたを

用いた数学絵本（1冊）であった。以上の24作品のうち，

丑6S’¢y‘ゾ地ε丁距r88L’”」εP’8s（PuffinBooks，1970）を

原作版の基準として，「子ぶた1・子ぶた2が狼に食べ

られる。また子ぶた3が狼に勝ち，狼を食べる」という

モチーフをもつタイプAを「翻訳版」，原作とは異なる

モチーフをもつタイプB～タイプEを「翻案版」と定義

した。翻訳版と定義されたタイプAの作品について，本

研究での分析対象とする読書材料の選定を次の条件に

よって行った。①地域図書館で子どもたちが容易に借り

出し，閲覧可能である。または，大型書店でなくても容

易に入手可能である。②研究者によってその評価が考察

対象となっている。③大まかなモチーフは翻訳版に属す

が，その中でも細かい点でモチーフの相違が認められる。

④モチーフが同じであっても使用される語彙に違いが認

められる。これは，言語表現はイメージに直接的な影響

を与えるであろうという観点から，モチーフそのものは

翻訳版に属する，すなわち原作版と同様といえるもので

あっても，登場人物の名前や言葉使い，描写方法に顕著

な相違がある等の場合をさす。

　その結果，次に示す5冊の作品を選定した。①篠崎書

林版（翻訳版）：小林忠夫。ヴァージニア・ハヴィラン

ド編。1988。ブリックスの世界名作童話集1『三びきの

子ぶた』篠崎書林。②借成社版（翻訳版〉：本城和子。

1989。世界のどうわ17『イギリスの童話　三びきの子ぶ

た』借成社。③講談社版（言語改変型翻訳版）：末吉暁

子。1999。えほん世界のお話①『3びきの子ぶた』講談

社。④福音館版（言語改変型翻訳版）：瀬田貞二。1967。

こどものとも傑作集『3びきの子ぶた』福音館。⑤学習

研究社版（モチーフ改変型翻訳版〉：田中文子。1994。

おやすみまえにママよんでね『こわいおおかみたいじし

た　三びきのこぶた』学習研究社。

　さらに，各社の作品問にどのような相違があるかを示

すために大学院生3名によって，原作版を基準として，

それぞれの作品の比較を行った（Table1〉。その結果，

篠崎書林版と借成社版は，時代設定・モチーフ，また英

語から日本語への翻訳のニュアンス，いずれの項目でも

原作との問に顕著な相違はみられなかった。講談社版は，
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『三匹の子ぶた』の翻訳と翻案の比較（1）

モチーフでは原作版との問に相違はみられないが，時代

設定を表現する4行詞が省略されており，英語から日本

語への翻訳のニュアンスが現代風にアレンジされている。

福音館版では，モチーフそのものは原作版と同様である

が，時代設定を表現する4行詞が省略されており，建材

名や子ぶた3が狼に誘われる場所などが日本の子どもた

ちに馴染みのある指示物（referent）に書きかえられて

いる。学習研究社版では，「食べる・食べられる」とい

Table1各ストーリーの比較

　登場するキャラクター

お母さんぶた

子．Sζた1

子ぶた2

子ぶた3

O　O　O　O　O　O

O　O　O　O　O　O

O　O　O　O　O　O

O　O　O　O　O　O

時代設定

家を出る理由

．．．．Ω，，．Ω…．Ω．…蓋　x　x

ワラ

ハリエニシダ

建材名

O　O　O　O　O　O

O　O　O　O　x　x

建材を手に入れる手段

X

子ぶた1の結末

子ぶた2の結末

子ぶた3が狼に誘われた場所

スミスさんのかぶ畑　　　　　　　O　O　O　O

メリーさんの庭のりんごの木　　　O　O　O　O

煙突に入る

狼の結末

O　O　O　O　O　O

子ぶた3のその後

合計

※その他お母さんぶたの呼ぴ方

お母さん

お母さんぶた

O　x　x　x　x

x　x　O　O　O

　　X　　X　　X

※その他子ぶたの呼び方

子ぶたさん

子ぶた

子ぶたちゃん

’、く’

　　O　x　x　x
〃自麟θρ〃『　x　　O　　x　　O

　　x　x　O　x
　　X　　X　　X　　X

掲載＝O　非掲載＝x

P＝Puf6nBooks，篠＝篠崎書林版，借＝借成社版，
講＝講談社版，福＝福音館版，学＝学習研究社版

うモチーフそのものは翻訳版に属すが，家を出る理由が

「貧しさ」ではなく「自立」になっており，また建材を

手に入れる手段では，他の翻訳版が「たまたま出会った

人がそれぞれの建材をもっていた」とされているのに対

し，学習研究社版では「子ぶた自身が自ら選んだ」とさ

れている。さらに，結末部分では，他の翻訳版が「幸せ

に暮らした」のに対し，学習研究社版では狼を食べた後，

「ああ，おいしかった。ごちそうさま。」で終わってい

る。したがって，学習研究社版は，大まかなモチーフで

は翻訳版に属しているが，細かい点では翻案されている

ものであると考えられる。以上のことから，篠崎書林版

および借成社版を「翻訳版」，講談社版および福音館版

を「言語改変型翻訳版」，学習研究社版を「モチーフ改

変型翻訳版」と定義した。

　読書材料：挿絵による影響を受けないよう，挿絵を除

いた本文のみを用いた。また，用紙や文字の大きさ，活

字の書体，書式の影響を受けないよう，全てのストー

リーを所定の条件（A4・フォント12・縦書き・22行×38

字・MS明朝・総ルビ付・Microso負Word）によって作成

した。これは，モチーフ及び言語表現のみを中心に各ス

トーリー間の比較を行うことを目的としたためである。

　SD法用紙：5件法のSD法用紙を含む多肢選択法によ

る無記名式質問紙を作成した。SD法項目は，井上・小

林（1985），堀（1979），岩下（1996）を参考に，印象形

成・パーソナリティ認知・読書過程での印象の項目を中

心に登場人物のイメージを表現すると思われる語彙を40

項目抽出し，子ぶた1（16項目），子ぶた2（16項目），

子ぶた3（22項目），狼（21項目）を質問紙に使用する

語彙として選定した。質問紙に使用した語彙については，

小学校5年生が理解可能であることを小学校教員2名に

確認を求めた。

　テーマ語質問紙：代表的な児童文学作品から物語の

テーマを表現する語彙（以下，テーマ語とする）の抽出

を行った。抽出された語彙には「勧善懲悪」の意味をも．

つ語彙が重複しているが，それぞれ細かく分類し，「優

しさ・勝負L・思いやり・友情・食・快・援助・生きる・
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まじめ・勤労・学習・頑張る・約束・聡明・強さ・敏

速・余裕・素直・退治・努力・成長・復讐・平和・勝

利・親切・勤勉・不如意」の27語をテーマ語とし，この

うち「不如意」は『三匹の子ぶた』のどの種類のモチー

フにも含まれないため削除した。通常，テーマ語は抽象

概念であり，一語で表現されるが，被験者が理解しやす

いように「優しさ」を「人には優しくしよう」などの具

体的な表現に書き換えた。質問紙に採用したテーマ語は

「生きていくことの大切さ・人には優しくしよう・時に

は戦うことも必要だ・負けてはいけない・思いやりをも

とう・遊ぶことも大切なことだ・仲良くしよう・好きき

らいをしないで食べよう・本を楽しく読んでほしい・兄

弟どうしは助け合おう・いつでもまじめにしよう・きち

んと働こう・きちんと勉強しよう・がんばることの大切

さ・かしこくなろう・強くなろう・物事は早く終わらせ

よう・時にはゆっくりやることも必要だ・いいつけは守

ろう・悪ものはやっつけよう・うまくにげることの大切

さ・いっしょうけんめい努力しよう・だまされないよう

にしよう・りっぱな大人になろう・なまけてはいけな

い・やられたらやりかえそう」の26項目であった。

　なお，質問紙は総ルビ付きとし，順序効果を考慮し，

SD評定項目及びテーマ語選択項目は，ランダムに並び

替えたものを2種類作成し，各群の半数ずつを配布した。

　被験者：栃木県足利市内小学校5年生182名（男子97

名，女子85名）。1クラスにつき1条件を割り当てた。

各条件の内訳人数；，篠崎書林版38名，借成社版39名，

講談社版36名，福音館版35名，学習研究社版34名。

　調査時期：1999年4月～6月

　手続き：集団実験によって次の手順で行った。『三匹

の子ぶた』は知名度が高く，特に翻案版についてはほぼ

全ての児童が1度は読んだことがある作品であると予想

された。したがって，被験者が本調査で用いる読書材料

を読まずに既知の翻案版のイメージのみでの評定をして

しまう可能性がある。これを避けるためには，実験者が

朗読を行うことが最善であると判断した。なお，本調査

の被験者のうち『三匹の子ぶた』の翻案版を読んだこと

のある児童の割合は100％であった。①練習問題によっ

てSD法の評定法を教示した。②質問紙および読書材料

を配布し，「これから私がお話を読みますので，みんな

はこのプリントを見ながら心の中で読んで下さい」，「こ

のお話はみんなが今まで読んだことのあるお話とは少し

違う所があるかもしれないのでよく注意して聞いて下さ

い」と教示し，被験者が静かになったことを確認してか

ら「それでは読みます」と言って，実験者が朗読を始め

た。この際，被験者は読書材料を黙読した。③朗読終了

後，練習問題が印刷してある問題用紙の表紙を捲り，

「では，問題をやって下さい」と言って評定を始めるよ

う教示した。SD法によるキャラクターのイメージ評定

の際の教示文は，「このお話に出てきた○○（個々の登

場人物名）について，あなたはどのように感じましたか。

下の言葉のあてはまるところに○をつけてください」で

あった。また，テーマ語選択の際の教示文は，「このお

話は読む人にどんなことを伝えたいのだと思いますか。

あてはまるものに○を，いくつでもつけてください」で

あった。その際「みんなが知っていたお話ではなくて，

今読んだお話について答えて下さい」と強調した。④担

任教師と共に実験者が机間巡視をし，記入漏れがないこ

とを確認し，被験者全員が質問紙の記入を終えたことを

確認し，質問紙の回収を行った。⑤読書材料は被験者か

らの希望により回収はせず実験を終了した。所要時問は

35分～40分であった。

1”．結果と考察

　1．各キャラクターのイメージの分析

　因子構造：SD法尺度（子ぶた1：16項目，子ぶた2：

16項目，子ぶた3：22項目，おおかみ：21項目）につい

て，共通性の初期値をSMCとして主因子法による因子

分析を行った。その結果，子ぶた1・子ぶた2・子ぶた

3・おおかみ，それぞれ2因子解を適当と判断した。こ

れらの因子についてバリマックス法による回転を行った

ところ，子ぶた1（累積説明率3L913％），子ぶた2（累

積説明率27．214％），子ぶた3（累積説明率34．556％），
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『三匹の子ぶた』の翻訳と翻案の比較（1〉

おおかみ（累積説明率26．497％）を得た。各因子ごとに

因子負荷量の大きい順に項目を並べ，負荷量の大きい項

目の内容を参考に各因子を解釈した（Table2－1～Table

2－4）。子ぶた1では，因子1・因子2共に評価的ニュア

ンスが強いが，因子1では読者に好感または嫌悪感を与

えるキャラクターの特性の評価を示唆しており，因子2

では生き残るための条件としてのキャラクターの能力を

示唆している。したがって，第1因子を「好感度性」，

第2因子を「能力評価性」と命名する。子ぶた2では，

因子1は生き残るための条件としてのキャラクターの能

力を，因子2では読者に好感または嫌悪感を与えるキャ

ラクターの特性をあらわしていることから，第1因子を

「能力評価性」，第2因子を「好感度性」と命名する。

主人公の子ぶた3では，読者に好感または嫌悪感を与え

るキャラクターの特性の評価を表していることから第1

因子を「好感度性」，主人公が生き残るための条件によっ

て構成されているため，第2因子を「能力評価性」と命

名する。おおかみでは読者に嫌悪感を与えるおおかみの

特性と道徳的評価が付加されているため，第1因子を

TabIe2－2 回転後の因子負荷量（直

交回転）バリマックス法＝

「子ぶた2」

変数名 因子1　因子2　共通性

働き者一怠け者

勇気のある一怖がりな

彊い一弱い

まじめな一あきっぽい

賢い一頭の悪い

すぱしっこい一のろまな

成長した一未熟な

几帳面な一雑な

食いしん坊な一食欲のない

生きる一死ぬ

運の良い一運の悪い

あたたかい一冷たい

優しい一意地悪な

ひとなつっこい　一無愛想な

明るい一暗い

正しい一まちがった

0．608　　　　－0．337

0．590　　　－0．002

0．552　　　－0．152

－0．545　　　　0．334

0．467　　　－0．254

－0．456　　　　　0．139

0．425、　　一〇．122

0．415　　　　－0．086

0．363　　　　0．318

－0．332　　　　0．095

－0．318　　　　0．154

　0．086　　－0．665

　0．101　　－0．543

－0．192　　　0．459

－0．240　　　0．398

－0．301　　　0．339

0．477

0，330

0．363

0．414

0．338

0．281

0．226

0．271

0．198

0．212

0．140

0．355

0．338

0．250

0．233

0．285

因子負荷量の2乗和

因子寄与率（％）

累積寄与率（％）

2．645　　　　1．709

16．532　　　10．682

16．532　　　27．214

Table2－3 回転後の因子負荷量（直

交回転）バリマックス法：

「子ぷた3」

Table2－1　回転後の因子負荷量（直

　　　　　　交回転）バリマックス法：

　　　　　　「子ぶた1」

因子1　因子2　　共通性

変数名

変数名

働き者一怠け者

優しい一意地悪な

まじめな一あきっぽい

あたたかい一冷たい

几帳面な一雑な

賢い一頭の悪い

正しい一まちがった

ひとなつっこい一無愛想な

明るい一暗い

生きる一死ぬ

強い一弱い

勇気のある一怖がりな

成長した一未熟な

落ち着いた一落ち着きのない

すぱしっこい一のろまな

運の良い一運の悪い

0．714

0．635

－0．573

0．539

0．536

0．528

－0．493

－0．443

－0．396

－0．284

　0．245

　0．131

　0．033

－0．165

－0．238

－0．159

　0．337

　0．046

－0．222

　0．057

　0．259

　0．509

－0．155

－0．195

－0．203

－0．205

0．607

0．573

0．558

－0．407

－0．407

－0．405

0．612

0．439

0．455

0．364

0．402

0．519

0．307

0．284

0．274

0．210

0．418

0．343

0．245

0．211

0．233

0．216

因子1　　因子2　　共通性

優しい。怖い

親切な一意地悪な

あたたかい一冷たい

ひとなつっこい　一無愛想な

かわいらしい一醜い

残酷でない一残酷な

素直な一素直でない

正しい一まちがった

明るい一暗い

勇気のある一怖がりな

生きる一死ぬ

賢い一頭の悪い

運の良い一運の悪い

幸せな一不幸な

すぱしっこい一のろまな

強い一弱い

頼もしい　一頼りない

几帳面な一雑な

働き者一怠け者

成長した一未熟な

金持ちの一貧乏な

食いしん坊な一食欲のない

0．709

－0．686

0．654

－0．620

0．601

0．599

－0．498

－0．474

0．435

－0．280

　0．177

－0．070

－0．130

－0．218

－0．254

－0．364

　0．356

　0．219

－0．315

　0．185

　0．217

　0．045

一〇．364

0．182

－0．208

　0．158

－0．213

－0．057

　0．239

　0．347

－0．416

　0．248

－0．728

0．573

0．561

0．553

0．544

0．543

－0．495

－0．486

0．440

－0．338

－0．275

－0．271

0．666

0．539

0．494

0．431

0．410

0．406

0．390

0．373

0．439

0．201

0．515

0，339

0．365

0．370

0．392

0．445

0，427

0．344

0．339

0．248

0．252

0．140

因子負荷量の2乗和

因子寄与率（％）

　　　　％

2．962　　　　2．144

18．515　　　13．398

18．515　　　31．913

因子負荷量の2乗和

因子寄与率（％）

累積寄与率（％）

3．899　　　　3．703

17、724　　　16．831

17．724　　　34．556

一89一



読書科学第45巻第3号

TabIe2－4　回転後の因子負荷量（直

　　　　　交回転）バリマックス法＝

　　　　　　「おおかみ」

変敗名 因子1　因子2　　共通性

親切な一意地悪な　　　　　0．621　　－0．195

あたたかい一冷たい　　　　0．617　　－0．098

正しい一まちがった　　　　一〇．614　　0．156

良い一悪い　　　　　　0．606　－0．193

優しい一怖い　　　　　　一〇．604　　0．049

かわいらしい一醜い　　　　0．572　　『0．161

正直な一ずる賢い　　　　一〇．516　　0．104

ひとなつっこい　一無愛想な　　0．490　　　0．016

食いしん坊な一食欲のない一〇．357　　－0．042

几帳面な一雑な　　　　　一〇．348　　0．311

明るい一暗い　　　　　　一〇．319　　0．296

残酷でない一残酷な　　　　0．222　　－0．124

賢い一頭の悪い　　　　　　0．122　－0．662

強し、　一弱し、　　　　　　　　　　　　　　0．011　　　0．521

すぱしっこい一のろまな　　　一〇．069　－0．487

働き者一怠け者　　　　　　一〇．245　0．462

運の良い一運の悪い　　　　一〇．183　0．460

勇気のある一怖がりな　　　0．019　0．455

生きる　一死ぬ　　　　　　　　一〇．273　　0．372

幸せな一不幸な　　　　　　0．188　－0．247

楽しい一つまらない　　　　　0．226　－0．230

0．434

0．489

0．440

0．477

0．419

0．476

0．381

0．303

0．279

0．304

0．378

0，174

0．386

0．237

0．275

0．393

0．270

0．234

0．242

0．165

0．233

また，これらの翻訳版のうちで脇役たちのイメージがよ

りネガティヴに評価されていたのはモチーフ改変型翻訳

版の学習研究社版であり，他社のストーリーよりも「怠

け者」，「意地悪」，「あきっぽい」，「冷たい」，「雑な」，

「まちがった」，「暗い」という評価を受けており，これ

らの項目の多くは因子1の「好感度性」に属すものであ

る。主な展開は同一であっても，細かい点でモチーフが

改変されている学習研究社版では，他社のストーリーと

は異なるイメージを児童に与えており，それは主に読者

に嫌悪感を与えるようなキャラクターの特性を示してい

ると考えられる。一方，言語改変型翻訳版は，翻訳版と

比べて多少のイメージの差はみとめられるものの，その

Table3－1平均と標準偏差，及びF値　「子ぶた1」

篠崎書林版　借成社版

（N胃38）　　　　　（N＝39）

〃　　5ρ　　　〃　　5ρ

因子負荷量の2乗和

因子寄与率（％）

累積寄与率（％）

講瞳社版　　福音館版　　学習研究社版

（N＝36）　　（N＝35）　　（N＝34）　　　F

〃　　　　5ρ　　　　　〃　　　　30　　　　　〃　　　　5ρ　　　　　（dβ4，177）

3．384　　　　2．180

16．114　　　10．383

16．114　　26．497

「悪どさ評価性」，能力評価が強調されていることから

第2因子を「能力評価性」と命名した。

　イメージの検討：1要因（SD法の各項目）5水準（各

ストーリー）の被験者間比較による分散分析を行った

（Table3－1～Table3－4）。さらに5％水準以下の有意差

が認められた項目についてLSD法による多重比較を行っ

た（Table4）。以上の結果から，翻訳版に分類される物

語であっても，言語刺激から児童が受け取るイメージは

有意に異なることが明らかとなった。特に子ぶた1や子

ぶた2などの脇役では，多くの項目で有意差がみとめれ

れるが，主人公である子ぶた3や準主人公のおおかみで

は，著しいイメージの差はみられない。どのストーリー

においても，「おおかみ」は悪どく，そのおおかみに勝

つ「子ぶた3」の主人公としての能力が優れていると評

価されている。つまり，多少の改変を行っても物語の核

となる部分のイメージは変わらないということであろう。

働き者一怠け者　　　　3．401．31

優しい一意地悪な　　　　3，031．08

まじめな一あきっぽい　　　3，030．97

あたたかい一冷たい　　　　3．03　1．15

几帳面な一嶺な　　　　3．711，01

賢い一餓の悪い　　　　　3．74　1．22

正しい　一まちがった　　　　3，42　1，00

ひとなつっこい　一無愛想な　　3．05　1．14

明るい一暗い　　　　　　2．470．98

生きる一死ぬ　　　　　　　4．00　1，04

強い一弱い　　　　　3．61紐4
勇気のある一怖がりな　　　3．29　1．33

成長した　一未熟な　　　　　　3．81　1．25

落ち着いた一落ち着きのない326　127

すばしっこい一のろまな　　3．76　1．22

運の良い一運の悪い　　　4．40　LO3

2．97　　120　　　294　　1，19　　　3．37　　126　　　4，74　0．62　　　　14．04　軸

228　　1．05　　　　2．44　　0．91　　　　2．63　　0．88　　　　3，53　　1．02　　　　　　9．11　卓串

2．67　　1．11　　　3，08　　1，03　　　2，97　　0．99　　　4r21　　1，04　　　　　11，55　巾申

2．77　　1．04　　　　3，00　　0．83　　　　3，06　　0，87　　　　3．79　　0．88　　　　　　5．68　ホ串

323　　1．14　　　　3．19　　0．92　　　　3，57　　0．98　　　　429　　0．94　　　　　　6，98　卓噛

3．46　　1，32　　　　3．67　　1．29　　　　3，60　　1．27　　　429　　0，94　　　　　　2．42

3．13126　3221・31　3．17125　391、0、97　　2・66串
2．41　　1．02　　　2．44　　0，84　　　2．71　0．75　　　2．85　　0，99　　　　　3，01　噛

2．10　　0．79　　　2．11　0．79　　　2，43　　0，85　　　2．74　　0．90　　　　　3，44　卓申

4，44　　1，00　　　　4．53　　1．00　　　　3，63　　129　　　　4，41　　105　　　　　　4．43　串‡

3．62　　1，02　　　　3．97　　1，00　　　　3．57　　1．36　　　　4，15　　1．11　　　　　　1，82

3．44　　127　　　2，97　　123　　　3．11　1，32　　　3，41　　1．21　　　　　0，88

4，，0　　0．88　　　　3．89　　1．04　　　　3．49　　1．17　　　　3，68　　1．07　　　　　　1．66

2，90　　1．19　　　3，17　　103　　　3．00』　1．19　　　2．94　　125　　　　　0．64

3，59　　0．91　　　357　　107　　　3，54　　1，12　　　385　　0．96　　　　　　0，50

4．18　　121　　　　4．39　　0．93　　　　420　　1．08　　　　4．41　　0．86　　　　　　0．45

申p〈，05　　　　唯卓p〈．01

Table3－2平均と標準偏差，及びF値　「子ぶた2」

篠崎書林版　借成社版

（N呂38）　　　　（N＝39）

〃　　50　　〃　　50

講読社版　　福音館版　　学習研究杜版

（N＝36）　　　　（N＝35）　　　　（N＝34）　　　　　　F

〃　　50　　　〃　　50　　　〃　　50　　　（d卜4，177）

働き者　　一怠1ナ者　　　　　　　　　　3，05　　127

勇気のある一怖がりな　　　3．37　1．20

強い一弱い　　　　　　　3，84　1．05

まじめな一あきっぼい　　　2．90　0．89

賢い一頭の悪い　　　　　4．050，87

すばしっこい一のろまな　　3．790，91

成長した　一未熟な　　　　　3．87　1．10

几帳面な一雑な　　　　　3．40　1．05

食いしん坊な一食欲のない255　098

生きる一死ぬ　　　　　　3，92　1．00

運の良い一運の思い　　　4260，95

あたたかい一冷たい　　　　3．180．90

優しい一恵地悪な　　　　3，111．03

ひとなつっこい　一無愛想な　　2．87　置．，4

明るい一暗い　　　　　　2．580．86

正しい　一まちがった　　　　3．42　0，98

2，87　　1．17

3．18　　書．19

3．49　　0．89

2．74　　0，99

3，31　　1．13

3．23　　1，04

3．4冒　　1．14

3．10　　0，91

2，67　　0．77

4．74　　0，50

4，05　 1．12

2．67　　0．96

2．59　1．04

2．54　 1．12

221　089
3．15　 1．11

2．72　　1，19

2．89　　1．09

3．53　　1．03

2．83　0．91

3．53　　1，03

3．47　　0．94

3．42　　1．27

2．92　0．97

2，86　　0．8了

4．39　1．08

4．28　1，00

3．08　0．81

2，86　　1．13

2．36　　0．83

225　0．97

3．14　 1，33

3．03　　1．12

3．17　1．12

354　　1，09

2．83　0，89

3．37　1，00

3，66　1．00

3．69　　1，05

3，31　0．96

2，57　0，74

3．77　124

4．43　　0．78

2．77　　0．84

2．69　　0．87

274　　0，85

2，31　0．76

3．06　　1，03

3．91　　1．19

3．50　1，26

3．71　　1．09

3．62　　0，95

3．74　　1．11

3．9，　　1．08

3．79　0，88

3．85　0．93

2．44　　0．86

4．35　　1．01

427　0．83

3．62　　0．92

3．27　　0，93

2．79　　0．73

2．97　　0，97

3．91　1，00

5．26　躰

1．38

0．79

5．16　軸

3．24　幽

2．70　幽

1．39

4．70　軸

1．22

5，81軸

0．75

6，39　軸

2，84　申

1．71

4．48　ホ串

3．52　申＊

ホp〈，05　軸pく．01
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『三匹の子ぶた』の翻訳と翻案の比較（1）

Table3－3平均と標準偏差，及びF値：「子ぷた3」

篠崎書林版　儲成社版　　講議社版　　福音館版　　学習研究社版

（N＝38）　　　　（N呂39）　　　　（N＝36）　　　　（N＝35）　　　　（N置34）　　　　　　F

ル『　　50　　　〃　　50　　　〃　　5ρ　　　ハ4　　5ρ　　　〃　　5ρ　　　（d僻4，1フ7）

Table4　キャラクターのイメージ＝多重

　　　　比較の結果

優しい　一怖い　　　　　　　　2，63　1．46　　1．90　1．19　　1．97　1．03

瓠切な一意堆患な　　2・741・48　2441・14　236133
あたたかい一冷たい　　　　2，47　1．29　　2．31　1．24　　2．19　109

ひとなつっこい一無愛想な　2．47　1．31　　2．15　1．09　　2、28　1．16

カ、わいらしい　一醜い　　　　 2．87　1．17　　2，23　1．20　　2．19　1・04

残酷でない一残酷な　　3．131．60　2，311，36　2，531．46

素直な　一素直でない　　　　2．26　1．31　　2．39　1，52　　2，08　1．36

正しい　一まちがった　　　　　1．95　1．冒8　　1．77　1，04　　1，67　1．07

明るし、　一暗し、　　　　　　　　　　　　1．71　0．93　　　　1．41　　0．60　　　　1．50　　0，94

勇気のある一怖がりな　　　1．66　1，17　　L64　1．16　　1．97　1，48

生きる一死ぬ　　　　　1．71123　1．330．90　1．220．76
賢し、　一頭の悪し、　　　　　　　　　　1，34　　0．88　　　　1．26　　0．75　　　　1．31　　0，95

運の良い一運の悪い　　　1．58　1．11　　1，460．79　　1．50　1，08

幸せな一不幸な　　　　　　1，68　L25　　149　1．00　　1．50　1，“

すばしっこい一のろまな　　1，921．17　2．030．99　1．751、03

強い一弱い　　　　　1．791．04　1，620．85　1．560．84

頼もしい　一頼りない　　　　　1，97　1．08　　1．69　0．83　　1．89　1，26

几帳面な一雑な　　　　　1，971．17　1．950．94　1，94　1．09

働き者一怠け者　　　　1．660．97　1．510．85　1．691．19

成長した一未熟な　　　　　1，610．97　　1，62　0．75　　2，06　1．39

金持ちの一貧乏な　　　　3，18　1．11　3．230，99　3．171．18

食いしん坊な一食欲のない2．05　L16　2．15　1，07　2．58　1．38

1．80　　1．02　　　　2，18　　1，06　　　　2．98　　申

2．14　1．19　　　2．38　1，23　　　1，01

2．06　　1．11　　　229　　1，22　　　　0，60

2．03　　0．95　　　227　0，99　　　　0，81

2．26　　1，12　　　2．29　　1．12　　　　2．33

2．46　　1．54　　　3．00　　1，48　　　　2，17

1，86　　1，19　　　　1．85　　0，93　　　　1．26

1，57　　0．82　　　　1．47　　0．75　　　　　1．25

1．51　　0，70　　　　1，62　　0．74　　　　0，81

1．37　　0，77　　　　1．29　　0．63　　　　2．13

1，37　　0．65　　　　1．09　　0，38　　　　2．78　卓

1．29　　0．83　　　　1．21　　0，59　　　　0．14

1．46　　0，95　　　　1，50　　0．99　　　　0．09

1．74　　1．17　　　　1，35　　0．69　　　　0．78

1、97　　1．18　　　　1，97　　103　　　　0，35

1，69　　0．96　　　　1．71　　1．03　　　　0，33

1，60　　0．91　　　　1，79　　0，95　　　　0，79

1，91　0．95　　　　1．44　　0．86　　　　1．73

1．40　0，74　　　1，15　0．44　　　2『23

2．14　　1，鵠　　　　2，03　　1，19　　　　1，86

3．77　　1，17　　　　3．03　　0，94　　　　2．46　ホ

1．86　　0，88　　　　書．79　　0．85　　　　2．92　幽

卓pく05　　　　噛串p〈01

Table3－4平均と標準偏差，及びF値：「おおかみ」

篠崎書林版　借成社版　　講談社版　　福音館版　　学習研寵社版

（N338）　　　　　（N＝39）　　　　　（Nニ36）　　　　　（N＝35）　　　　　（N＝34）　　　　　　F

〃　5ρ　〃　30　〃　5ρ　κ　5ρ　〃　50　（d向4，177）

親切な一意地悪な　　　　　4．47　1．06

あた：71：カ、し、　一冷たし、　　　　　　　4．08　　1．24

正しい一まちがった　　　　　4．11　1．25

良し、　＿悪し、　　　　　　　　　　　　4．50　　1．08

優しい　一怖い　　　　　　　　　　4．11　1．16

かわいらしい一醜い　　　　4，450．95

正直な　一ずる賢い　　　　　　4，40　1．18

ひとなつっこい一無愛想な　　3，79　128

食いしん坊な一食欲のない　　1．340．88

几帳面な一雑な　　　　4，051，31

明るい一暗い　　　　　　　3．29　1，37

残酷でない一残酷な　　　4．580．89

賢い一頭の悪い　　　　　　4211．32

強い一弱い　　　　　　　　303　1．64

すばしっこい一のろまな　　　3031，50

働き者　　一怠1ナ者　　　　　　　　　　　3．90　　1．20

運の良い一運の悪い　　　　4．500．89

勇気のある一怖がりな　　　2，87　1．38

生きる一死ぬ　　　　　　　4．47　0．95

章せな一不幸な　　　　　　3，74　120

楽しい一つまらない　　　　　3，47　1，47

4，39　　1．14

4．33　　0，87

4，54　　0，68

4．67　0，77

4．46　　0．76

4．36　　0，93

4．18　1．34

4．23　　1，01

1，51　　1，07

3．90　　1，05

3．28　1，30

4．44　　1．14

3．46　　1，57

2．64　　1．55

2．85　　重，44

3．92　　1．16

4．03　　1，18

2．54　　1．書g

4，49　　1 17

3．74　　1，07

3．26　　1．25

4．53　　1．03

4，25　　1．08

4．36　　1．02

4．53　　1．03

422　1．07

4．31　　0．95

4．28　　1，34

3．94　　1．19

1．61　1．23

3．92　　1，20

3．17　1．38

3．97　　0．42

3．69　　1．45

2．78　　1．48

3，06　　1．39

3．92　　1、20

4．00　　1，24

2，44　　1．32

4，14　　1．50

3．50　　1，08

2，94　　1，37

4．49　1．〔回

4．31　　0．83

4，29　　0．96

4，54　1．04

4．26　　0．92

4．11　　1．05

4．60　　1，01

4．09　　1，01

129　0，79

4，09　　1．01

3，31　　1，13

4，11　　1．11

3，89　　1．32

2．43　　1，34

3，20　123

3、94　　1．08

4．51　　0．74

2．63　1，00

4，23　1，00

3，86　1．06

3，51　　1，25

4，47　0．93

4．06　　1．10

3，97　　1．22

4．71　0，72

4．27　0，90

4．00　1，23

4，79　　0．59

3，68　　1．41

1．35　　0，88

4，35　　1．01

3．44　　1．40

4．41　0，74

4．47　　0，93

3，21　　1．37

303　1．49

4．18　087

4．65　　0．81

2．50　　1．14

4．56　　1．02

3，47　　1．16

3．12　　1，49

0．10

0．57

1．66

0，34

0，68

1，15

1．71

129

0．69

0，93

0，19

1．94

326■
1．52

0，29

0．38

3．31■

0．70

0，91

0，80

111

名
（キャラクター名） 多重比較の結果

（　4’。た1》

働き者一．け者 ＝：＝　＝：＜学

しい一　　　な ＝　＝　＜　〈学

じめな一あきっぽい 借＝　：＝篠＝　く学

あたたかい一冷たい 借＝　＝篠＝　＜学

几帳面な一　な ＝楷く篠く学，　＜学

正しい一まちがった 借＝　＝　〈学

ひとなつっこい一無愛　な 借＝講く篠

明るい一　い 借＝　＜

生きる一死ぬ ＝　＜　　，　く　＝：借

（ぶた2）
働き者。、け ＝　＝　＝　〈学

まじめオ’一きっぽい ＝　＝　＝　く

賢い一頭の　い 借冨　＝　く

すばしっこい一のろまな 借く篠＝

几帳面な一　な ＝借二一く学，　＜篠く学

生き　一死ぬ ＝　く　＝　，　＜学

あたたかい一，たい 倍＝福く篠く掌，借＜　〈学

しい一　　　な 借＝　＜学，　く篠

い一　い ＝請＝　〈轡

正しい一まちがった ＝　＝借く学

（ぶた3）
しい一こわい ＝　ニ　く篠

生きる一死ぬ 学＝　＜篠

金持ち赴一　乏オ’ 学＝　＝篠＝　＜

食いしん　な一食欲のない 学＝福＝篠＜

（おおかみ）

い一　の　い 借く篠＝轡，　＜学

の　い一　の　い ＝　＜　＝騙＝一

篠＝篠崎書林版借＝借成社版，講＝講談社版
福＝福音館版，学＝学習研究社版

幽pく．05　　　　牌pく．01

差はモチーフ改変型翻訳版ほど著しいものではない。

　各ストーリーから児童が受け取るテーマ：各ストー

リーから児童が受け取るテーマについて，z2検定による

理論値との差の検定を行い，5％水準以下で有意差がみ

とめられた項目，および10％水準で有意傾向であった項

目をTable5に示した。翻訳版　（篠崎書林版・借成社版）

では，「生きる」が有意に，また言語改変型翻訳版（講

談社版，福音館版）でも「生きる」が有意傾向で選択さ

れていたのに対し，学習研究社版では「頑張る」，「努力」

が有意に選択された。

　篠崎書林版・借成社版は原作を忠実に訳したのもので

あり，講談社版・福音館版では，モチーフは原作と同様

でありながらも言語表現は前者と異なる部分が多く』講

談社版では子どもたちに親しみやすい表現に，福音館版

ではかぶ畑の持ち主である「スミスさん」を「ごんべさ

ん」にするなどの配慮がなされている。このように子ど

もに親しみやすい表現や，日本文化に適応させるなどの

言語表現の差異は児童が受け取るキャラクターのイメー
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Table5各ストーリーから児童が受け取

　　　　るテーマ

出版社名 一
ア ーマ

　2
κ

篠崎書林版 生きていくことの大切さ
（生きる）

駈66　禽

借成社版 生きていくことの大切さ
（生きる）

7．91　触

講薩社版 生きていくことの大切さ
（生きる》

3．74　＋

福音館版 生きていくことの大切さ
（生きる》

3．37　＋

学習研究社版 がんばることの大切さ
（頑張る）

一生懸命努力しよう
（努力》

7．95　舶

丘12　禽

ジには多少の影響を与えるが，物語の核となるテーマに

は直接的な影響を与えていないことが明らかとなった。

これらのストーリーでは，共に「生きる」が有意にもし

くは有意傾向で選択されている。食べられるという生存

の危機が，逆説的に生き残ることを伝えたのであると解

釈することができる。一方，学習研究社版は，「食べ

る・食べられる」というモチーフの大まかな分類におい

て億翻訳版に属するが，家を建てるプロセスが他の翻訳

版とは大きく異なる。つまり，原作ではたまたま出会っ

た人物が何をもっていたかによって家を建てるための建

材が異なるのであるが，学習研究社版では子ぶたたちが

それぞれ自らの意思によって建材を選択するのである。

したがって，狼に食べられてしまうという結果を招く原

因はそれぞれの子ぶたの能力や努力の差であり，努力を

怠った者は不幸になるという結末を予測させ，「努力の

大切さ」を児童に伝える結果となったと解釈できる。こ

のような道徳的メッセージは，本来「食べる・食べられ

る」というモチーフが示唆する「生き残る」（survival）

という意味合いのテーマよりも優勢に子どもたちに伝

わったと考えられる。

IV．まとめと今後の課題

分類上は翻訳版とされる同一タイトルの物語であって

も，児童に与えるイメージやテーマは，それぞれの物語

で異なることが明らかとなった。『三匹の子ぶた』にお

いては，微妙な言語表現の相違はキャラクターのイメー

ジに影響を与えており，家を建てるための建材の選択法

の相違はテーマに影響を与えているといえる。特に，最

も重要とされる児童に伝わるテーマでさえも，微妙な描

き方の相違によって異なっていることから，さらに他の

ストーリー，いわゆる「翻案版」についても調査する必

要があるだろう。また，本論では翻訳版のみに焦点をお

き，イメージとテーマについての調査を行ったが，児童

の物語の好みについての実証的な研究も今後の発展的課

題として挙げられるだろう。
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SUMMARY

　　When　translating　or　adapting　works　ofchildren，s　litera－

ture　written　in　a　foreign1εmguage，the　translator，s　point　of

view　with　regard　to　literature，children　and　education　is　di－

rectly　renected　in　the　translation　of　the　work．This　study

deals　with　T舵S君o老yげ∫h6丁彪r66L’π」6P’8s　by　Joseph　Ja－

cobs，of　which　there　are35different　translations　that　have

been　published　in　Japan．・This　paper　is　intended　to　clarify，

丘om　the　standpoint　of　children，previous　subjective　and　ex－

periential　discussions　of　scholars　on　the　U’anslation　or　adap－

tation　of　children，s　literature．

　　In　the　present　study，one　purpose　was　to　ex舗ne　the

images　of　each　character，and　another　was　to　clarify　the

themes　that　children　see　in　each　story．The　works　used　in

this　study　were　the　translated　versions　shown　below．

　　a．Kobayashi，T．（1988）Sα配わ醐一no－K∂加∫α，Shino－

　　　　zaki　Shorin．

　　b．Honjo，K．（1989）Sα配わ槻一no一κo加如，Kaiseisha．

　　c．Sueyoshi，A．（1999）5α醒わご窺一no－Ko加砂，Kodansha．

　　d．Seta，T．（1969）S‘zη2わ’た’一no一κoわ碗α，Fukuinkan．

　　e．Tanaka，F．　（1994）　Sα“め疏∫一no一κoわ碗α，　Gakushu

　　　　Kenkyusha。

　　To　avoid　any　effbct　ffom　visual　diffbrences，five　diffbr－

ent　versions　of　the　story　were　prepared　without　illustrations．

One　hundred　eighty－two　fifth－grade　boys　and　girls　were　di－

vided　into　five　groups。Each　group　was　presented　one　of　the

five　versions。They　read　the　text　silently　while　listening　to

the　text　being　read　aloud　by　the　experimenteL　Then，the

subjects　were　asked　to　respond　to　questions　about　the　char－

acters　based　on　the　semantic　diffbrential　method，and　they

were　asked　to　choose　among26responses　to“What　do　you

thinkthetaleistlyingtoconvey？”

　　Although　all　versions　had　the　same　title，the　results　of

the　study　showed　that　the　images　of　the　characters　in　each

version　diffbred　significantly，and　the　images　of　the　support－

ing　characters　also　seemed　to　differ　from　one　version　to　an－

other，while　the　images　of　the　protagonists　and　secondary

protagonist　did　not．The　theme　which　the　children　took　ffom

the　story　apParently　depended　on　the　version．In　the　Shino－

zaki，Kaiseisha，Kodansha　and　Fukuinkan　versions　of　the

story，“sun7ival”was　considered　to　be　the　theme．On　the

other　hand，“to　do　one，s　best”was　more　ffequently　consid－

ered　the　theme　in　the　Gakushu　Kenkyusha　version。Thus，al－

though　all　versions　of　the　stoly　had　the　same　title，differ－

ences　in　plot　and　in　the　detailed　descriptions　in　each　version

may　be　said　to　have　influenced　not　only　the　images　of　the

story，but　also　its　theme．
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「カット・イメージ読解法」の概要とその効果＊

東京都立豊島高等学校山暗茂雄＊＊

1　本研究の背景と「カット・イメージ読解法」

の概要

　1　「カット・イメージ読解法」構想の背景

　国語の読みの授業は教師の発問で進めるのが一般的だ

が，読書離れの進む昨今，発問をしても，それがなかな

か生徒の読みを深めることにつながらない現状がある。

筆者の経験してきた定時制高校の例で言えば，授業の中

で読解のための発問をしても，「どこに書いてあるの？」

と，答えを短絡的に文中から探すことしかできない生徒

がいる。多少できる生徒の場合でも，正答が言えればそ

れでよしとして，作品全体に対する自分なりの解釈や意

見というものはあまり出てこない。これでは読みは深ま

らないし，読書のおもしろさもわからないであろう。

　与えられた問いに答えるという受身で断片的な学習で

はなく，生徒がもっと能動的にテキストに取り組み，自

分なりの読みを深めていけるような学習課題はないだろ

うか。

　認知心理学の研究によれば，文章理解の過程は，「逐

語レベル」，「命題レベル」という文章の表層的な理解を

基礎とし，さまざまな既有知識や推論をもとに，「状況

モデル」と呼ばれる一貫性のある心的表象を形成してい

く過程と考えられている（vanD承＆Kintsch1983）。自

分なりの状況モデルを頭の中に生成しながら読み進むこ

とによって，文中に書かれていないことを補足したり，

背後にある意味を考えたりしながら，解釈を含む全体的

な理解を作り上げて行くのである。

＊An　outline　of　the“cut－image　reading　method”and　its　effect

牌YAMAZAKI，Shigeo（Tokyo　Metropolitan　Toshima　High　School）

　上に述べたような生徒たちの読みは，逐語的理解や命

題的理解のレベルにとどまり，充分な状況モデルを形成

できていない状態と言えよう。生徒が状況モデルを作り

上げながら読み進めていく過程を，援助することが必要

なのである。

　さてここでは，国語で扱う教材の中でもとりわけ小説

に対象を絞ることにする。小説を読む際，われわれはど

のような状況モデルを作っていくだろうか。

　深川（1987）は国語教育の立場から，「文学教材は，

イメージという形を持つことによって，初めて機能する

ゆえに，イメージは読みの基本として重視される」とし

て，「イメージ化，イメージ形成は，読みの基本となる

具体的方法である」と述べている。ここで「イメージ」

とは，視覚などの感覚に対応した内的表象を言う。小説

などの文学教材を読むということは，その内容に相応す

る感覚的世界を心の中に作り出すことによって成立する。

そうしたイメージは，文章記述の逐語的，意味的（命題

的〉な理解を前提にしつつ，明示されていない内容を推

論・補足して形成される。そして，読み手はそのイメー

ジを手がかりに目の前の文を解釈したり，次の展開を推

論したりしながら読み進めていく。つまり，心に浮かぶ

イメージは，小説の理解過程において状況モデルとして

の役割を果たしていると言えよう。

　実際，状況モデルは命題形式の他，手続き的知識や視

覚的・空問的表象の形式をとるとされ，物語的文章にお

いて読み手が視覚的イメージ形式の状況モデルを利用し

ながら読んでいることを示唆する実験結果（Morrow，

Greenspan＆Bower1987〉や，イメージ化が状況モデル

構築を促すとの研究結果（井上　1995）もある。したがっ
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て，とりわけ小説などの読解にあたっては，視覚をはじ

めとしたイメージ表象の形成を促すことによって，状況

モデルレベルの全体的理解を促進し，読みを深める契機

とすることができると考えられる。

　そうした意味でイメージを手がかりとして読みを深め

ていく方法を，宮崎（1985〉は認知心理学の立場から「〈見

え＞先行方略」と名づけ，優れた授業実践をこの視点か

ら分析している。たとえば，武田（1973）の『大造じい

さんとがん』の実践で，大造じいさんの心情を直接的に

たずねても実感を持った答えが返ってこなかった子ども

たちに，大造じいさんのしぐさをイメージさせたところ，

その心情を的確に読み取ったという。

　先に発問中心の授業の難しさを指摘したが，発問の中

でも，イメージ化を促す問いかけは確かに効果的である。

たとえば，「話者はどこから見ているか」と視点位置を

明確にしたり（向山　1982），文中に直接書かれていな

い周辺事実に関して，「どういう姿？」，「色はどう？」，

「どんな声だろう？」などと問いかけるのはすべて，イ

メージ化を促す発問である。これらの発問は特定の場面

に焦点を絞った上で，心の中のイメージを観察し味わう

ための具体的な手がかりを与えることによって，イメー

ジを喚起する働きを持つ。

　ただ，こうした発問による学習も，とくに長文となる

小説の読解においては，断片的であることを免れない。

やはり，教師が設定した問題の中でイメージを考えると

いう受身な反応になりがちで，自分なりの全体的イメー

ジから，部分のイメージを意味づけたり，部分問の関係

を読み解いていくというふうにはなりにくい。もっと，

生徒が自力で作品と取り組み，全体的な理解を作り上げ

ていく過程を援助するものとして，イメージを使うこと

はできないだろうか。

　それに応えるものとしては，従来から絵画化や文章化

による表現学習がある。絵画化とは，挿し絵を描く，紙

芝居にするなどの学習であり，小学校で広く実践されて

いる（たとえば加藤　1977）。文章化の例としては，一

読総合法に「くわしい話しかえ」（林　1986）という方

法がある5これは，テキストの短いまとまりで立ち止ま

り，そこから喚起されるイメージ（一読総合法では，「表

象」と呼ぶ）を，克明に文章化していくというものであ

る。

　これらの方法は，表現活動によってイメージ化を促す

ねらいを持ち，生徒が積極的にテキストを読み込んでい

く効果は大きいと思われる。しかし，その反面，表現活

動に掛けるウエイトが大きすぎて，日常的に手軽に行な

うというわけには行かない。また，表現が下手だからと

言って，その生徒の心に浮かんでいるイメージが貧弱と

は限らない，という問題がある。もっと表現活動に依存

せずに，手軽にできる方法があれば，授業で使いやすい

し，ふだんの読書にも応用が利くのではないか。

　以上述べてきたような問題意識に立って，筆者は，小

説のイメージを自分なりに構成して読み進めていくため

の方法論として，「カット・イメージ読解法」を考案，

提唱した（山崎1998，1999）。これは，小説の内容をマ

ンガや絵物語のような一連の画としてイメージし，それ

によって本文を区切り，それら心の中の画（カット・イ

メージ）を理解単位として読解を進めていく方法である。

つまり，絵を紙に描く代わりに，心に思い浮かべる手法

と言ってもよい。これならば，絵画化や文章化のような

大きな負担を伴うことなく，自分なりに作品の全体像を

イメージ化していくことができる。

　また，従来の方法では，心にイメージは浮かんでいて

も，絵やことばで表現しない限り，他者にとってそのイ

メージはないと同然である。しかし，カット・イメージ

課題によれば，心に浮かんだイメージに対応させて本文

を区切るだけで，互いのイメージの存在を認めて次の作

業に進むことができ，読解の材料としてイメージを活用

することが可能である。

　そのうえ，カット・イメージを入口として，詳細な文

章化もできれば，イメージ化を促す発問でイメージ内容

を深めることもできる。必要ならば，カット・イメージ

を絵画化することも可能である。つまり，カット・イ

メージによるアプローチは，それらの指導法の前提とな
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るイメージ化を，きわめて簡単な指示で効果的に促すこ

とのできる方法論であると考えられる。

　本稿においては，この方法論の概要を紹介するととも

に，その基本的アイデアである「カット・イメージ教示」

の理解促進効果について，実験的手法を用いて検討する。

　2　カット・イメージ読解法の概要

1）「カット・イメージ」とは

　「カット・イメージ」は，筆者の造語である。小説の

読解に際して，たとえば，「この小説を何枚かの絵物語

（あるいはマンガ）として思い浮かべると，どういう画

とどういう画になるだろう」と問いかける。その時に心

に浮かんでくる，一枚一枚の「画のようなもの」を，

「カット・イメージ」と呼ぶ。ただし，この場合，音・

匂いなど他の五感イメージやある程度の動きも含みつつ，

一つのまとまった場面として心に浮かんでいればよく，

必ずしも，厳密に「平面的な静止画」と考える必要はな

いo

　こうしたカット・イメージを一連のものとして順に思

い浮かべながら，それに対応させて本文を区切る。さら

に，必要に応じて一行見出し（どのような画像であるか）

をつける。そうして心に浮かんだイメージを参照しつつ，

対応した本文のまとまりを理解単位として，読解・鑑賞

の個人作業や話し合いを展開していくことができる。

2）「カット・イメージ読解法」とは

　教材を上記のような意味でのカット・イメージによっ

て分割・整理し，それを単位として読解作業や話し合い

を進めていくという構想を総称して，「カット・イメー

ジ読解法」と名づけた。

　これについては，今後さまざまな展開を考えることが

できるが，原則的には，カット・イメージを二段階でま

とめていく方法をスタンダードとし，「カット・イメー

ジ読解法の基本作業」と称する。これは，初めは多めに

分けたカット・イメージを，次の段階でより少ない枚数

（原則として7枚以内）に統合していく方法である。こ

れによって，細部の表現を疎かにすることなく詳細にイ

メージ化しつつ，場面と場面の関係を構造的につかんで

いくことが可能になる。

　この基本作業を自習課題，予習課題として課したり，

「段落分け」作業の代わりに授業の初期段階で使い，あ

とは通常の授業につなげてもよい。

　さらに，このカット・イメージを単位として読みを深

めていくためには，第2段階のイメージ内容を具体的に

描写・叙述することを個人作業で行ない，その後各自の

カット・イメージの切れ目と一行見出しを出し合い，議

論して一致点を探るという学習の展開もできる。その際

には，細部イメージに遡って，本文から根拠を挙げなが

ら互いのイメージのすり合わせを行う。それにより，他

者の視点を実感的に理解しつつ，テキストの読みを深め

ることをねらいとする。

　また，第2段階のカット見出しを図解配置して，全体

構造をつかむとか，その作品を代表するカット・イメー

ジを1枚に絞り，それを選んだ理由として，テーマ理解

を述べるなどの作業を個人でしたり，集団で議論しなが

ら行なったりもできる。

　以上のような基本作業および展開例をまとめたものが，

表1である。

　これらの方法はみな，心の中のイメージをモニター画

面として活用することによって，自分の実感に沿いなが

ら全体的な作品理解を作り上げていくことをねらいとし

ている。たとえば，カット・イメージを1枚に絞り，そ

れを通じてテーマを考えるのは，単に本文から根拠を挙

げながら論理的にテーマ解釈を述べ合う従来の方法より

も，実感としてわかりやすい。深川（1987）は，「私た

ちは，概念的なことばでなく，イメージという状態で感

覚的に具体的に作品の意味を理解しているのである」と

言うが，カット・イメージから意味解釈へという方法は，

まさに，そうしたことば以前の直観的な理解のあり方を

具体化し，共有し，深めていくことをねらいとしている

のである。
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表1　カット・イメージ読解法の基本作業およびその後の学習展開例

カット・イメージ読解法の基本作業

〈第1段階〉ある程度細かなカット・イメージ分け

　　　詳細な記述を大切にして、なるべく1枚の画の中に内容を表現するようにイメージしていく。新

　　たな画を思い浮かべることが自然だと判断されたところで、本文に区切り線を入れる。場面として

　　は同じでも、雰囲気が変わるなどによって、新たな画になると判断されることもある。

　　　比喩としてはrマンガのコマくらいか、それよりやや粗い程度」とするが、細かくし過ぎる生徒も

　　いる。本文が長ければ自然に粗く分ける生徒が多いが、ばらつきが大きければ、教師が目安の枚

　　数範囲を指定してもよい。ここでは通常、見出しをつけずに第2段階へ進む。

〈第2段階〉カット・イメージの統合、一行見出しつけ

　　　第2段階のカット・イメージを7枚以内の画にまとめる。まとめる方法としては、頭の中で数枚の

　　カット・イメージをセットにして、それらの中から1枚を選ぶ、またはそれらをミックスして新しい画を

　　イメージするなどの操作を行なう。大きな切れ目は区切り線を長くするか太くするなどして、2段

　　階目の区切りであることを示す。

　　　次に、一枚一枚にどのような画であるかを表わす一行見出しをつける。見出しは抽象的な表

　　題ではなく、「○○が××を△△している（場面）」のようにイメージ内容を具体的に書く。

基本作業後の展開例く個人作業＞

ア、イメージ内容の文章化　第2段階のイメージ内容を1枚ずつ具体的に描写・叙述する。

イ、図解配置　場面同士の相互関係、作品の全体的な構造を考えながら、第2段階のカット
　見出しを図解配置する。それにより、場面の背後にある意味についての理解を深めていく。

ウ、テーマ理解　その作品を代表するカット・イメージを1枚に絞り、それを選んだ理由として、

　　自分なりのテーマ理解を記述する。

基本作業後の展開例く共同作業＞

ア、カット分けの議論　各自のカット・イメージの切れ目と一一行見だしを出し合い、議論して一

　致点を探る。互いのイメージを通じて、吟味する。

イ、話し合いによる図解配置　一致させたカット・イメージについて、カット見だしの図解配置

　作業を共同で行う。その過程で1場面と場面との意味的なつながりについて、各自の解釈を

　　出し合っていく。

ウ、テーマについての議論　1枚に絞ったカット・イメージを出し合い、テーマについて議論す

　る。自説の根拠は、イメージから述べる。
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”　カット・イメージ教示の理解促進効果に関す

る検討

　前節において，「カット・イメージ読解法」の方法に

ついてその意義と具体的な内容を述べたが，後節では，

その原理的な検討を行ないたい。

〈問題〉

　前節で，イメージ化を促すためのさまざまな指導法に

ついて述べたが，そのような指導法が工夫される背景に

は，単に「思い浮かべてみなさい」とか，「イメージし

なさい」という教示では，充分なイメージ化が起こらな

いという経験的な事実がある。

　イメージ教示の効果を調べた心理学の実験でも，短文

の記憶を促進するには単純なイメージ教示も有効だが，

長文を材料とした場合，単純なイメージ教示では，効果

があがらないことが示されている（Anderson＆Kulhavy

1972）。そのため，その後の研究では多くの場合，イ

メージ教示の方法として「絵を描く」作業を課している

（Lesgold，McComick＆Golinkof1975，池田　1991，井

上1995など）。しかし，絵に描くという認知的により

深い処理を要する課題を与えれば理解が促進されること

は，むしろ当然と言える。それに対してカット・イメー

ジ教示によれば，より簡易な作業で理解を促進するに充

分なイメージ化をもたらすことができるであろう，との

予想が成り立つ。

　そこで，ここでは，カット・イメージ教示が単純なイ

メージ教示に比べて理解を促進するという仮説を検証す

るため，等しく単純イメージ教示を与えて小説を読ませ

た二つの群に，一方は段落分け，一方はカット・イメー

ジの作業を課すことにより，事前のイメージ教示だけし

か与えていない群に比べて，カット・イメージ教示の理

解促進効果が見られるかどうかを調べる。

　なお，ここでは，「カット・イメージ読解法」の基本

作業（表1）に挙げた二段階作業や一行見出しは省略し，

「この小説の内容を心の中に何枚かの画として思い浮か

べるとどうなるかと考えながら読み，心に浮かんだ一枚

一枚の画に対応させて，本文を区切りなさい」という課

題を与えることを「カット・イメージ教示」として，検

討の対象とする。

く目的〉

　カット・イメージ教示の小説文理解促進効果を，単純

なイメージ教示しか与えない場合との比較において検討

する。

〈方法〉

1　被験者　大学生65名。

　カット・イメージ課題を含む用紙と段落分け課題を含

む用紙を無作為に配布して，被験者を，カット・イメー

ジ群と段落分け群の2群に振り分けた。

2　材料

　テキストA（事前テスト用）：星新一『鏡のなかの犬』

　（1494字：『星新一の作品⑮』新潮社より）

　テキストB（本テスト用）：川西蘭『ケーキ屋』

　（2401字：『五〇の職場と五〇の小説』角川文庫より）

3　手続き

　図1に実験の流れを示す。用紙は，冊子体裁に綴じら

れ，作業が済んだページヘの後戻りは禁じられている。

両群の被験者は，自分のペースで，順にテキストA（事

前テスト）とテキストB（本テスト）を読み，それぞれ

の課題に答えていく。テキストA（事前テスト）では，

両群とも同じ条件だが，テキストB（本テスト）では，

単純イメージ教示を等しく受けて本文を読んだ後，それ

ぞれ異なる課題に取り組み，同じ理解テストに回答する。

理解テストは，簡単な語句または文で答える単純記述式

である。その例を表2に示す。

〈結果〉

　回答方法に不備のあった者を除外して，58名を分析対

象とした。内訳は，カット・イメージ群30名（女21，男

9）段落分け群28名（女16，男12）である。

1　理解テストの得点

　理解テストの答案は，二人の採点者によって採点し，

相違個所は，協議して確定した。1問1点で，各10点満

点となる。テキストA（事前テスト），テキストB（本
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事前テスト

テキストAを読む
↓

表2　内容理解テストB問題の例

（）内が正解

内容理解テストA（10問単純謎幻
　　　本文を参照せずに答える

B本テスト

　　　　テキストBを読む
テキストの前に、r心に映画を上映するようにイメージ

して読みなさい」との指示（単純イメージ教示）

↓

○「彼」に「ちょっとすいません」と声をかけ

てきた30過ぎの女性の「お願い」は、どのよ

うなものだったか。（サンタクロース姿で家に

来てほしい）

○「彼」が女性の家に向かうために店を出る

と、外の天気はどうだったか。（雪が舞い始

めていた）

○玄関を入ったr彼」はrメリークリスマス」と

言いながら、どうしたか。（女の子を抱き上げ

た）

　　　　　　　イ　≡
本文の後には、群によって異なった作業課題

これらの指示に従って本文に区切りの線を入れ、

全体をいくつに分けたか、分割数を記録する。

第3　理解テスト得点の平均

A（事前テスト） B（本テスト）

カット・イメージ群

「この小説の内容を心の

中に何枚かの絵として

思い浮かべるとどうなる

か、と考えながら、もう一

度読み直し、一枚一枚

の絵に対応するように、

本文を区切りなさい』

↓

　段落分け群
r本文をもう一度読

み直して、適切な数

の段落に分けなさ
い」

↓

カット・イメージ群

　　（SD）

段落分け群

　　（SD）

8．32
（1．20）

8．31

（0．88）

8．50
（1．01）

7．61

（1．47）

n．S． P＜．05

内容理解テストB（10問単純記述却

　　　本文を参照せずに答える

図1　実験の流れ

テスト）の得点の平均を表3に示す。

　テストごとに，両群の平均点の差をt検定で比較した。

その結果，テキス、トA（事前テスト）では，両群に有意

差は見られなかった。つまり，テキストを読んで，内容

理解テストに答える能力において，両群の被験者に差は

見られない。一方，異なる課題を与えたテキストB（本

テスト）では，カット・イメージ群の方が5％水準で，

有意に得点が高かった（t（47）ニ2．67，両側検定）。

　この結果は，カット・イメージによる教示が，単純な

イメージ教示に比べて小説の内容理解を促進する効果が

高いという仮説を支持する。

2　本文をいくつに分けたか

　被験者がテキストBの作業課題において，本文をいく

つに分けたかを集計し，両群の傾向を調べた。

　段落分け群の42，58段落という極端値2名を除外し，

分割数を平均した値を，表4に示す。t検定の結果，

カット・イメージ群の方が0．1％水準で，有意に分割数

表4　テキストB分割数の平均

カットイメージ群 段落分け群

分割数
（SD）

8．90
（2．43）

5．93
（3．41）
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段落分け群
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カット・イメージ群

357911131517　　　　　　　　　　　　　　　　分割数

図2　テキストB分割数の人数分布

が多かった（t（54）ニ3．87，両側検定）。

　分割数ごとの人数分布をグラフ化したものが図2であ

る。これを見ると，カット・イメージ群はある程度多く

分けようとし，段落分け群はそれと比較すると少なく分

けようとする傾向が明らかである。

〈考察〉

　本実験では，単純イメージ教示しか受けていない段落

分け群と比較して，カット・イメージ群の理解テスト得

点が高く，カット・イメージ教示の理解促進効果を支持

する結果が得られた。これを受けて，なぜカット・イ

メージ教示が理解を促進するのかを考えてみたい。

　単純なイメージ教示で充分な理解促進効果がないのは，

イメージする範囲が広く，対象や視点もあいまいなため，

イメージ化がしにくいせいだと考えられる。そこで，既

に述べたように，過去の実験では，イメージ化を促すた

めに絵を描かせている。絵を構成するには，場面を選択

し，イメージの視点を定め，既有知識を活用して情報を

解釈・整理・統合し，あるいは足りない情報を推論に

よって補うなどの内的作業が必要とされる。そのため，

イメージ化が促進され，理解が向上すると考えられる。

具体的な一場面へのイメージ化を効果的に促す発問や，

イメージを文章化する課題も，同様の働きを持つと言え

よう。

　それに対して，カット・イメージ課題では，紙の上に

描くわけではないが，一枚一枚の画としてイメージし，

それに応じた本文の切れ目を見つけるためには，絵を描

く場合と近似の内的作業が必要になる。その結果，絵を

描いた場合に準じて，視覚的イメージを中心に状況モデ

ルの構築が促進されたと推察される。

　一方，段落分け群の被験者は，「心に映画を上映する

ようにイメージして読みなさい」との単純イメージ教示

だけでは，上に述べたように範囲や視点があいまいなた

め，充分なイメージ化が生じることはなく，段落分けの

際にイメージを活用することもあまりできなかったと考

えられる。

　もっとも，今回の理解テストそのものは，状況モデル

レベルの理解度を測定するものではなく，命題レベル程

度の理解を調べるにとどまっている。しかし，状況モデ

ルの構築が進み，理解内容の体制化が進んだ結果，おの

ずから命題レベルのテスト成績が向上したと考えられる。

状況モデルレベルの理解を直接に確認することは，今後

の課題である。

　もうひとつの結果として，カット・イメージ群の本文

分割数が段落分け群よりも多くなる傾向が見られた。こ

れは，段落分け群が大雑把に一場面としてしかとらえて

いない個所でも，カット・イメージ群の被験者は，その

中にさらに細かい場面の転換やニュアンスの変化を見つ

けていることを表している。これもまた，カット・イ

メージ群がより精緻な状況モデルを作り上げていること

のひとつの証拠と見なすことができよう。

1”　むすび

　本稿では，小説の内容をマンガや絵物語のような一連

の画としてイメージし，それによって本文を区切り，そ

れら心の中の画を理解単位として読解を進めていくとい

う「カット・イメージ読解法」の概要を紹介し，さらに

その根本的アイデアである「カット・イメージ教示」の

効果を検討した。その結果，カット・イメージ教示の理

解促進効果を支持するデータが得られるとともに，カッ

ト・イメージ教示によって分割数が多くなるという傾向

も明らかになり，カット・イメージ教示が状況モデルの
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「カット・イメージ読解法」の概要とその効果

構築を促進していることが推察された。

　今後は，この方法論の実践，応用を積み重ねていくこ

とで，国語授業の現場への具体的な適用方法を模索した

い。と同時に，「カット・イメージ教示」の特性につい

て，実験心理学の手法を用いてさらに詳細な検討を加え

ていこうと考えている。とりわけ，カット・イメージ教

示が小説文（物語）理解において，どのような場面の理

解を促進するのか，その具体的な様相について，また稿

を改めて検討を行なう予定である。

付記

　本稿は平成11年度東京学芸大学大学院（学習心理学）

修士論文の一部を改稿したものです。指導教官河野義章

先生および岸学先生のご指導に感謝いたします。
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読書科学第45巻第3号

SUMMARY

　　　　The“cut－image　instruction”is　an　original　methodology

that　was　invented　by　the　author　to　teach　the　reading　of　nov－

els　by　using　imagery．In　this　paper，an　outline　of　this　meth－

odology　is　presented，and　its　effects　on　promoting　text　com－

prehension　are　exan宜ned．

　　　　According　to　this　methodology，a　reader　is　asked　to

imagine　the　contents　of　a　novel　as　a　series　of　mental　pic－

tures　like　a　cartoon　or　a　picture－book　story　and　is　instnlcted

to　divide　the　text　using　those　mental　pictures．As　a　rule，in

the　first　stage　the　reader　may　divide　the　text　into　as　many

pictures　as　he　or　she　wants，but　in　the　second　stage　he　or

she　must　reduce　the　number　of　pictures　and　use　fewer　im－

ages。In　this　way　the　reader　discovers　that　he　or　she　can

grasp　the　stmcture　of　the　novel　and　can　discuss　the　theme

using　those　mental　pictures　as　the　units　for　underst㎝ding．

　　　　The　effbcts　of　the“cut－image　instmction，”which　is

the　fundamental　procedure　in　this　method，were　examined．

Two　groups　of　university　students　were　instnlcted　to　read　a

novel　constnlcting　images　as　when　seeing　a　movie．One

group　was　asked　to　divide　the　text　following　the　“cut－

image”instmctions，while　the　other　group　was　given　the

more　standard“paragraph－dividing”instluctions．After　do－

ing　this　work，a　comprehension　test　was　administered　to

both　gmps。When　scores　of　the　test　were　compared，there

was　a　significant　difference　between　the　two　groups．This

data　supports　the　position　that　the“cut－image　instnlction”is

superior　in　promoting　comprehension　of　the　story　and　re－

membering　it．There　tended　to　be　a　larger　number　of　text　di－

visions　in　the“cut－image”group　than　in　the　other　group．

　　　　The　results　of　this　study　indicate　that“cut－image　in－

struction”promoted　imagery　and　improved　disco皿se　com－

prehension．
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The　Science　of　Reading，Vol．45，No．3　（2001）

翻訳

読みについて（8）＊

　　　　アリゾナ大学

加藤学園暁秀初等学校

（Vl”）読み書きの学習とその指導

　読み書きの指導については別の本にまとめる予定であ

るが，この件について私の信ずることをこの章で，少し

お話ししたいと思う。我々がこの本で学んだ書かれた言

語のプロセスは，どのようにそれが学ばれるかについて

の理解と，その教授学，つまり道義にかなった読み書き

の指導法を作り上げていくことと密接な関係を持ってい

る。幸い，この分野ではたくさんのすぐれた専門書が世

に出ている。多くの教師達は読み書きのプロセスについ

て我々が学んだことを彼等の実践の中に生かし，その何

人かはすでに実践を本にまとめて出版している。

　まず最初に次の2点をはっきりさせておこう。

＊　言語を操作する能力を知ることと，どのように言語

　　知識が育って行くかの理解，或は言語をどう教える

　　かということは直接関係してはいない。

＊　理論と実践の関係は一方通行ではない。

　第一に，読み書きの指導は，読み書き能力とは何かを

まず知ることを前提にしているのは当然といえよう。根

拠のしっかりとした指導法というものは，識字について

の科学的な知識と，それがどう学ばれるかを常に念頭に

置き，これらのことの上に作り上げられていかなくては

ならない。だがそれは，言語発達についての知識，根拠

のある理論，そして指導とカリキュラムについての知識

といったものを基礎にしていなければならない。

ケン・グッドマン　　＊＊

横　田　玲　子（訳）＊＊＊

　第二に，教育者は単に知識を応用させるだけではなく，

知識を作り出していくのである。教室で教える多くの教

師達が私に読み書きの学習と指導について多くのことを

教えてくれた。彼等はまた，教室という現実の世界での

読みのプロセスの展開についても多くを教えてくれ，こ

のことは研究者や理論家が研究の条件というものを考え

て行く上でどうしても必要なことであった。ホールラン

ゲージ教師達は，どのように読み書きが機能するかにつ

いての知識を常に収めながらそれを使い，その知識に基

づいての教授法，つまり彼等自身の指導の理論と実践，

というものを作り上げている。指導について，我々が得

ている知識は重要であるが，誰がその知識を知っていて，

その知識で何をしようとしているかという事の方がより

重要である。

　この章の後半では，上記のことについて4つの教室の

例を挙げ，いわゆる伝統的な指示的指導が教師に課すこ

とより，ずっと広範囲に及ぶ役割を教師が請け負ってい

ることを説明するつもりである。だが初めに，読み書き

がどのように始まり，識字力を持つ社会の中でどのよう

に育っていくかを述べたいと思う。

識字社会の中で識字力を育てていくということ

申Onreading（8）．

寧宰GOODMAN，Ken（University　of　Ahzona）

艸申YOKOTA，Rayco（Tr2mslator，Katoh　Elementary　School）

　赤ん坊が生まれる。何もかもが心配な両親は医者や看

護婦にその赤ん坊が「健康で正常」であることを確かめ

る。他の動物の赤ん坊に比べ，人間の赤ん坊はひどく無

力で未熟な状態で生まれてくる。そしてこのことは，大

人がすることが出来るようになるまでに長い時間を必要

とする結果を導いている。しかし親というものは立派な
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もので，赤ん坊が，笑い，寝返りをうち，座り，這い，

立ち，歩くことを辛抱強く待ち，またそうできると確信

している。栄養があたられる家庭，そして正常な人問関

係というものを得て，赤ん坊は育ち，成長し，変化し，

そして学ぶ。（もちろん全ての赤ん坊がこのように何の

問題もなく生まれるわけではないことは承知している。

だが問題を持って生まれて来た赤ん坊の発達を理解する

前に，そうでない多くの赤ん坊の発達を理解することが

我々には必要だと私は考える。）

　当然のこととして，人問の子供は彼等の周りに存在す

る話し言葉を理解するようになり，彼等自身でも使いだ

す。このことは，立つことや歩き出すことと同じように

自然に行われるので，身体的な成長の一つとして考えが

ちであり，他の動物でも，発声臓器をコントロールする

ようになることを考えれば，一部真実ともいえる。だが

人間の子供だけが言語というものを発達させるのである。

人間の言語は，他の動物の未発達な限られたコミュニ

ケーションとは質的に異なる。

　言語を必要にし，かつ可能にしているのは我々の脳が，

記号でものを考える能力，つまり，物事を他の物に置き

換えて考える力を持っているからである。我々は極めて

緻密な経験，概念，考え，といったものを描写するため

の，複雑なそして抽象的なシステムを作り上げることが

できるので，自分の経験を振り返ったり，必要なことや，

経験，考えをどを対話することができるのである。有史

以前から常に，どんな人間社会も，口語を創造し使用し

てきた。

　上記のことに言語の学習が含まれていないわけではな

いが，言語の学習は重要な意味において，歩くことの学

習や他の動物の学習とは異なったものである。人間の言

語の学習は，個人的なものであると同時に，社会的なも

のでもある。それは思考と学習の媒体であるが，また人

問は一人では生きていけないように生まれてくるので，

我々の生存と発達は，我々が社会集団に参加するに当

たっての対話能力のいかんに関わっている。つまり，言

語は我々の物質的，社会的生存のために不可欠であり，

我々の家族，社会集団，そして社会での集積された知識

を共有するためにも不可欠なのである。

　書か紅た言語は，個人生活，また社会生活の少しあと

になって学ばれるものである。だが人問の個人的，社会

的発達において口語と等しく自然に学ばれるものである。

そして書かれた言語の発達も，口語言語のそれと同様の

ものである。人間が記号でものを考えることを迫られ，

個人的，社会的に，内容と機能の範囲が発展する中での

コミュニケーションの必要に迫られるとき，口語も書か

れた言語も発達するのである。人と人が面と向い合い，

同じ時間と場所での会話が不可能な時，書かれた言語は

人間の言語発達の延長として起こる。

　子供たちが読み手，書き手としてどのように成長する

かを，過去数十年の中で我々は多くを学んできた。そこ

で我々が学んだのは，書かれた言語の学習は根本的に口

語の学習とは異なる，という誤解からの解放であった。

この誤解は，識字教育は学校入学とともにスタートする

という誤った観念をも導くものでもあったため，結果的

には多くの両親を含めた我々のほとんどは身近に起こっ

ている識字学習というものに気づかずにきたのである。

イエッタ・グッドマンが言うように何世代にもわたって，

親たちは子供の書かれた言語の発達の証拠を示す壁のい

たずら書きを洗って消し続けてきたのである。子供たち

は就学以前に豊かな識字経験を積んでおり，書かれた文

字の意味をわかっていくことを学習し続けている，これ

が真実である。

　この章で学校の中の様子を見ていきながら，次のこと

を念頭においていただきたい。まず読み書きの学習とそ

の指導を区別はするが，この二つのことは完全に分けて

考えることはできないということである。子供たちは読

み書きの指導を受けつつ学習を続けるが，「指導の結果」

は「学習の結果」から切りはなせない。また学校の外で

両親が行うことの中にも，「指導」という意図は含まれ

ていなくとも，それが指導という結果を導いていること

もある。例えば，子供がコーンフレークの箱を取り出し

てきて，「何て書いてあるの？」と聞く場合がそうであ
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る。ハリデーが自分の息子の言語の発達の研究の中で，

子供が言語発達を先取りし，親がそのあとを追いかけ，

その発達をサポートする現象を「トラッキング」と名付

けている。

　どんな場合にせよ，学校での指導のプログラムは子供

たちがすでに知っていることの上に始められなくてはな

らない。読み書きのカリキュラムの代わりに，子供が学

ぶべき一連の新たな技術というものを，子供たちがすで

に成してきた発達の上で教師たちは考えねばならないの

である。教室は豊かな言語環境を備え，就学前に始まっ

ている子供の言語発達をさらに進め強める多くのサポー

トを提供するべきなのだ。

　言語の習得とその発達

　ここで少し脇道に逸れて，学習，特に読み書きの学習

に関する私の視点を述べておきたいと思う。人間の言語

学習については通常二つ視点が対比されて考えられてい

る。「自然に得る」と「教わって学ぶ」というものであ

る。この二つと私の視点とは次のように述べることがで

きる。

＊　「自然に得る」という視点において，言語は人問に

　　内在していると考えられている。言語は学ばれるの

　　ではなく，子供が生まれついた具体的なある社会共

　　同体に，子供の中に内在している普遍的な言語を調

　　和させながら，そこに持ち込むことによって習得さ

　　れるという理論である。この理論では口語のみが内

　　在されており，書かれた言語は口語の抽象的な表現

　　法としてみなされる。つまり書かれた言語は指導に

　　よって習得されるのである。

＊　「教わって学ぶ」という視点は行動主義の視点から

　　来る。言語は他の多くのものと同様に何らかのオペ

　　ラント条件づけで学ばれるという考え方である。環

　　境からの刺激が反応を起こさせる。そしてその過程

　　で言語というものが形づけられる。

＊　「創作と社会慣習によって得る」という視点が私が

　　支持するものである。これはロシアの心理学者レ

　　フ・ヴィゴッキー，スイスの心理学者ジャン・ピァ

　　ジェ，そしてアングロ・オーストラリア人の言語学

　　者マイケル・ハリデーの研究に端を発している。

　言語学習を含めた人間の学習というものを私は，「創

作の過程」（A　process　of　inventing）として観察している。

人問は他の人と共に学び考え，対話をするために言語を

社会的に構成しながら創り出しているのである。よって，

言語とは，社会的創作，或は発明，なのである。事実，

我々は生涯を通して，言語を自分自身で創作し，発明し

続けているのである。

　我々は言語を創作しているのであるが，それを用いる

家族や共同体は，すでに社会慣習的にでき上がった言語

をもっている。我々の個人的創作と周囲の人々が使用す

る言語の社会慣習は我々を両端から引っぱっており，ピ

アジェはこの一種の緊張感を「不均衡（disequilibdum）」

と呼んでいる。ヴィゴツキー（1978）が言うように，我々

の個人的な言語は，社会的な言語へと近づいて行き，そ

の社会的な言語が自分の「吸収した」言語になっていく

のである。その時点で，社会的言語は我々の内面の会話

の基礎となり，我々が学習や経験の内省に用いる言語と

なる。

　慣習的な言語に近づきながら，我々は家族間や社会の

価値観や人生に関する意見などを分かち合うのである。

ハリデーは言語の発達についての研究をまとめた本を

「どのように意味するかの学習」（Leaming　how　to　mean）

と題した。言語を通して我々は，文化がどのように組織

され意味を表わしているかということを学ぶ。言語は実

際の会話や識字事象への参加を通してその利用のプロセ

スにおいて学ばれ，より多くの会話への参加が子供たち

の口語の学習を可能にするのである。また同様に，多く

の読み書きの経験が子供たちに書かれた言語の習得を可

能にする。

　すでに知っていることの上への積み重ね

　識字社会の中でプリント文字に囲まれながら，子供た

ちは書かれた言語が意味を伝える方法であることに気付

いていく。彼等はごく早い時期から，「止まれ」の標識

や黄色の大きなMのマークがマクドナルドを示すことな
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ど，ロゴや記号を場所や商品を示すものとして認識しな

がら，プリント文字を意味あるものとして反応するよう

になる。そしてだんだんと彼等はプリントを理解するこ

とを学び，プリントが何を意味するか，またどのように

意味を成すかをわかっていき，書かれた言語のシステム

をコントロールするに至るのである。大人が周りにいる

中で子供は様々な活動で遊び，初期の段階の識字は遊び

の中の読み書きから発達してくる。イエッタ・グッドマ

ンや他の研究者たちは，多くの報告書において，言語の

いかんによらず，子供たちは最初の書き言葉をいかに創

造し，だんだんと社会慣習に則った言語に近づいていく

ことを発表している。

　識字社会においては，子供たちは容易に読み書きの中

に入っていく。彼等はメモ書きのようなものをしたり

（多くは大人が読めないものであるが），買い物リスト

を作ってみたり，自分のベッドルームのドアに下げる

「KEP　AWT」（KEEP　OUT）の表示を書いたりマクドナ

ルド（McDonald’s）やセサミストリート（Sesame　Street）

の文字を読んだりしている。学齢期になるころには，ほ

ぼ社会慣習的読み方をするようになる。彼等のほとんど

は環境の中にあるプリントとの対応を通して，読み書き

を体験し始め，多くの子供はうまくそれをこなしていく。

　文面との対応の学習

　我々が発見したように，読み書きは3つの言語システ

ムを同時に用い，文面と対応しながらその意味をわかっ

ていくことである。では子供が学ばなくてはならないこ

ととは何か。基本的にいって彼等は，手だてを築き文面

をわかるための手掛かりを用いること，つまり意味を構

成することを学ばなければならない。これは3つの言語

システムが自動的に関係しあった自然な文面と対応する

経験によってのみ可能なことである。一つ一つのシステ

ムに別々なフォーカスを置いて操作された言語では学べ

ない。フォニックス，語彙，文法を一つ一つ別々には学

べないのである。なぜなら，実社会では，これらのシス

テムは別々には起こらないからだ。自然な会話を聞いて，

子供たちが話すことを学ぶように，自然な，そして実の

場において真実性のある識字環境で彼等は読み書きを学

ぶのである。

　自然な言語の文脈で，グラフォフォニック，語彙一文

法，意味，という3つの言語システムは機能し，幼い読

み手らは，意味をわかっていくための手だてを発達させ，

それを用いることを学んでいく。プリントを選択的に抽

出し，推測，予想を立て，必要に応じて自己訂正をする

こと，これらの手だて全てが，意味を構成することに焦

点を当てる中で行われることを，彼等は学ばなくてはな

らない。そしてこれらの手だてを育てていく中で，彼等

は「心理言語学的推測ゲーム」に自信をつけていく，つ

まり最小限の努力とインプットで意味を得ていくのであ

る。一方，彼等はうまく推測を立て，それが文面を成り

立たせるのに合っているかの確認を注意深く自分でモニ

ターする必要がある。読みの発達のためには，確信と試

みのバランスを見つけることが不可欠である。

　文面という感覚を作り上げること

　口語を達者に使うように，子供はさまざまな文面がい

かに機能するかを知っている。たとえば会話文には相手

がいるというように。書かれた言語は文面にさまざまな，

感じをふくませている。たとえばある種の物語はいつも，

「むかしむかし，あるところに，」で始まり，「ずっと幸

せに暮らしました。」で終わる。異なる種類の文面（ジャ

ンル）を操作することは，それらを機能的に用いる相当

な経験を必要とする。これに近道はない。形式は文脈の

中で何度も機能的に用いられて発達する。

　社会慣習における単語間のスペースを例にとれば，こ

れは子供の初期の書面にも用いられているが，この単語

間のスペースは，ある文字の連なりを一単語とみなす感

覚いかんによるものであり，これはそう単純ではない。

大人でさえ，alot（a　lot）㎝othenvards（in　olher　words）all

ready（already）といった変形を作り出す。ほとんどの大

人でさえ，ハイフンを入れるかどうかは常にはっきりし

ない。いつwhole－languageで，いつwhole　langaugeなのだ

ろう。言語を独立した単語の組み合わせと考えることは

意味あることではあるが，一つの単語がどこで始まり，
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どこで終わるかを知るには経験というものが必要である。

中世時代の書き物をみればわかるが，アルファベット言

語において単語間のスペースが用いられるようになるに

は，何世紀もを要した。

　読み手や書き手が句読点を慣習に則って使用するには

文章という感覚を身につけなければならない。研究によ

ると4年生でもこの感覚は発展途上にある。（グッドマ

ン，ワイルド　1994）子供たちは自分の言葉を文章で書

くが，この文章という感覚がまだ十分に育っていないの

で慣習的な句読点を首尾一貫して打つことが困難なので

ある。彼等が慣習的な文章という感覚を身につけるまで，

彼等の句読点は大人のそれとはマッチしない。そしてそ

れまでには多くの読み書きの経験が必要なのである。

　スペルシステムの創作

　フォニックスとは，ある人が用いる音韻組織としての

口語の音声組織と言語の正字法のスペルと句読点との間

にある一一連の関係である，と私は定義した。子供（或は

大人）が読み書きを学ぶ時，自分の言葉のシステムとい

うものを英語のスペルに関係させ独自のフォニックス組

織を発明する。

　他の全てのアルファベット言語の書き言葉がそうであ

るように，英語は方言のいかんにかかわらず，標準化さ

れたスペルシステムを持っている。個人の音声組織とこ

の標準化されたスペルとを結び付けるために，書き手は

初期の段階では自分の書き方のルールを発明する。書き

手が自分自身の話しやコミュニケーションの中で彼等に

聞こえたものを基礎にして，このルールというものは可

能なスペルを作り出す。だが彼等は「標準化したスペル」

を作り出すのではない，というのは全ての方言に当ては

まる標準化は有りえず，スペルはどの方言の音声組織に

も具体的には合わないのである。ここでいいニュースは，

この初歩の書き手は自分のスペルのルールを用いて，自

分が言いたいことを書く，そして両親や教師たちは，そ

の子供の書いたものが読めると喜ぶ。

　そして残念なニュースは，独自のスペルシステムから

標準化されたスペルシステムに移るには時間がかかるこ

とである。英語のスペルシステムはいろいろな言語に

ルーッを持つため，大人，しかも高学歴の大人でさえ，

なかなか完壁なスペラーにはなれない。だからこそ，

ワードプロセッサーにはスペルチェックの機能がついて

いる。すぐれたスペラーになるのは容易なことではない。

この文字を結合させ単語を作るということは個人の仕事

であるのでスペルチェッカーも校正者もこの本で使いた

い慣習的なスペルとは違う私のスペルを原稿から見つけ

るのである。英語のスペルの複雑さを責めるしかない。

だが同時に意味に目を向けず，表面の文字の正しさを

チェックする校正者さえも，書かれた文面の意味に誘い

込んでしまう言語の神秘を認めなくてはならない。

　読み書きは慣習的スペルを身に付けていく主要な方法

である。理想的には子供たちはものを読み始めるのと同

時に書き始めるべきである。書き手は書き手として読み，

その読みの中で自分が書きたい単語の慣習的なスペルを

見つけ，自分が書く時もそのスペルを使うようになるの

である。

　ボキャブラリーはどのように作り上げられるか

　単純に言語を見る視点の一つは，言語単語の連なりに

すぎないという見方だ。そしてもしそうであるなら，言

語の学習は豊かなボキャブラリーを身につけることで，

読み書きは，単に書かれた言語のボキャブラリーを学ぶ

こととなる。だが私はこの視点には反対で，繰り返して

言うが，言葉というものは，具体的な文面においてその

意味が決まるのである。ある言葉を辞書で引いてみれば，

実際に人々が使ういくつかの意味が載っているが，その

あとにその言葉を定義する参考部分が載っている。幼い

子供も言葉の意味を同じようにして学ぶ。つまり，彼等

は同じ単語をいくつもの違った音声や発音の仕方で聞き，

それらの発音の共通点から意味をつかんでいくのである。

まず，彼等は自分で聴いた時と同じような文脈の中で単

語を使い始め，次にその単語を適切と思われる新たな場

所で使い始める。

　子供たちはよく，正しい単語を問違った場所で使う。

3歳のこどもが「wait　a　few　while」というのはその例で
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ある。第二言語の学習者が，新しい言語の中で自分を表

現するのに，冒険をして同じことをする。このどちらの

ケースにおいても，使用頻度の少ない単語は創作された

表現の中で用いられながら，ボキャブラリーは発達して

いくのである。口語においても書かれた言語においても，

実際に使う経験を多く持つことによって，我々のボキャ

ブラリーは作り上げられていく。我々が単語を必要とす

る前に必要な単語を我々に与えるような近道というもの

はない。我々は読んだり聞いたりする中で新しい単語や

新しい使い方に出会い，その経験を通して単語や使い方

を自分のものとして使用し始めるのである。熟練した読

み手になるには，豊かをボキャブラリーを持っているこ

とが必要前提条件である，と結論づける研究者もいるが

それは間違っている。ボキャブラリーは読みの結果なの

である。

　読み書きの発達についてここで一つ我々に教えている

ことは，読み手と文面の対応において，文面というもの

は仲裁役，調停役というものを勤めていることだ。書き

手は，ある単語，文節，接語，スタイルといったものを

用い，読み手がその文面や意味を自分で構成するのは，

これらの印刷された要素によって行われる。ミスキュー

分析で我々が読み手に今読んだところの再話を求める時，

彼等は，テキストで用いられていた単語，文節や文体の

様式を用いて物語を再構成するが，再話は音読のすぐあ

とに行われるので，これは何も驚くことではない。だが，

読み手が自分で最近読んだものからの要素を，自分の話

しや書くものの中によく盛り込むのもまた事実である。

言い替えれば，読み手は文面との対応によって，変えら

れていくのである。彼等の読み書きの発達は，彼等が読

んだテキストに影響される。発達途上にある読み手に

とって，実の場で真実性をもつテキスト，即ち言葉が自

然で豊かな多様性を持つ中で使用されているテキストが

必要である理由の一つはここにもある。

　成すことによって学ぶ

　「成すことによって学ぶ。」とは，我々は知識というも

のを，必要なことを成す過程で習得していくと解いた

ジョン・デューイの言葉である。言語は複雑で，意味を

表わすための抽象的なシステムであり，それを学ぶのは

困難に違いない。だが言語は万人によって学ばれるので

あるから，そんなに困難なはずはない。

　重要な鍵は，言語はそれが必要な活動の脈略の中で学

ばれるということである。子供たちがどのように，口語

があふれる活動の中に浸されているかを見るのは容易で

あるが，識字社会の中で子供たちは書かれた言語のあふ

れる活動にも浸され，それらの活動によって，容易にま

た例外なく誰もが言語を学んでいるのを認識するのは時

問がかかった。我々はこう結論づけることができる。言

語学習は，言語そのものに焦点が置かれずに，言語を用

いて何をしているかということに焦点が置かれている場

合，最も容易に行われるのである。

　さらにいうと，聞くことによって，我々は話すことを

学ぶように，読むことによって書くことを学んでいるの

である。どちらの場合も，意味をわかっていく試みの多

くの経験を経て，我々は言語のシステムを認識していく

のである。聞くこと，読むことから得たことを使って，

我々は話すこと，書くことを創造していく。口語と書き

言葉のいずれも，我々の意味することを表わすための創

造の段階を経て社会慣習的なものへと近づいていく。口

語と書き言葉とは，文法と意味という共有面を持つため，

口語は書き言葉を支えている結果となっている。我々は

書き言葉を，口語をもとにして作り出す。受容的なプロ

セスは生産的なプロセスを支え，その逆もしかりである。

　通常，受容的言語が生産的言語に先行する。第一言語，

第二言語の習得のいずれの場合も，我々は口語を話すよ

り，聞くことのほうをまず理解する。例外もあるが，た

いていの場合，書くことよりも，読むことのほうが早く

発達する。自分で創作したスペルを使うことを奨励され

た子供たちは，慣習的なスペルを知らない単語はどれで

も，自分の思うままに書けると思うようになる段階に来

る。だが彼等は見慣れないテキストを読む力については

自信を持てないでいる。

　すでに一つの言語を習得しており，二つ目の言語を
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習っている人にとって，読みというものは，まず最初に

発達するプロセスであろう。これは聞くことにさえ先行

する。彼等は自分の第一言語の識字力を用いて，書かれ

た文面が意味を成すまで頭をしぼりながら，新しい言語

をわかっていこうとする。その過程で彼等は文法を学び，

言葉の意味を知り，読んで理解したものを利用して口語

を創作し始めるのである。

学習，学校の内と外

　言語の学習は，言語の学習である。学校の内外には関

係ない。学校の中の学習活動は学校の外のそれと等しく，

意味のあるものであり，機能的であり，実の場で真実性

のあるものでなければならない。違いがあるとすれば，

学校には先生がいて子供たちの集団がある，言い替えれ

ば，言語を使って共に実際の問題を解決し，実際の疑問

を問いかけたりそれに答えたりする機会を提供する学習

者の共同体があるということである。

　そのような環境の中では言語の全ての組織がそこに存

在し，ボキャブラリーは適切で多様である。そして言語

が利用されるその内容の中で，子供たちは言語を学ぶ。

そこでは言語は実の場において真実性を持つ。なぜなら

ば，言語が指導目的のためだけではなく，実際の目的の

ために存在するからだ。そこに言語を書くという学習を

容易にする鍵がある。つまり，読み書きの行動が自然な

言語を用い，真実味のあるテキストの使用と活動に焦点

を置いているかどうかである。

　生涯学習

　口語と書き言葉の両方は，我々の生涯にわたって，新

しい経験や必要に出会うたびに発達していく。編物，

ボーリング，コンピューターなど，新しい経験や趣味を

持つ中で，生物学，代数学，医学など初めて経験するク

ラスの中で，そして気侯，人問，伝統など新しく訪れた

場所で，我々は自分がそれまでに使っていた言語と違う

新しい言語を学習しているのである。

　我々人問の，個人的であれ社会的であれ，言語を創作

する能力の素晴しいところは，おわりがないということ

である。人間には幼い時に言語をきわめて容易に学ぶ決

定的な時期があり，それを過ぎると言語の習得はずっと

困難になる，ーと反論する人がいる。この人達は幼児期の

言語発達の顕著なスピードと，大人になってからの第二

言語の習得にかかる時問とを比べている。だがこの違い

を生んでいるのは，たいていの大人は，言語が慣習的な

ものへ近づく過程にある創作の段階で，自分の創作を試

して見るのを単に恥ずかしがっているということなのだ。

　言語は人問の一生を通して新しい事柄の新しい二一ズ

に答えるべく発達し続ける。我々はボキャブラリーを増

やし，文法を洗練し修正し，そして時には対人関係の中

での新たな二一ズや状況に応じて話し方さえ変える。幼

児期の言語の発達には確かに目を見張るものがあるが，

人間の言語の発達が人生の最初の数年間だけに限られる

としたら，我々の思考，学習，コミュニケーションとい

うものはどれほど制限されたものになってしまうことだ

ろう。

　識字と文盲

　話の視点を，学ぶことから教えることへ移す前に，読

み書きができる場合とそうでない場合の事実というもの

を考えてみるとしよう。ほんのまれな例を除いて，口語

を身につけることができる人は，書くことも学習するこ

とができる。事実，書かれた言語は，口語と文法と意味

の構成を共有するので，すでに一つの言語の読み書きを

知っている大人が他の言語の読み書きを口語より容易に

学べるのと同様に，子供はすでに口語を身につけている

ので，読み書きの学習は口語を学ぶよりも容易であるは

ずだ。

　だが多くの子供は読み書きでつまずき，学校のプログ

ラムやテストで悪い成績を取っている。大人でさえ，最

低限の読み書き能力を調べるテストでつまずきを見せる

人がいる。何年かごとに今の子供の読み書き能力は下降

線上にあり，今の学生の識字力は過去や他国の学生のも

のより劣っていると叫ばれる。（面白いことに同じこと

が，識字力を持つほとんどの国，そして特にテストをよ

り多く施行する国で叫ばれている。）そして誰がその底
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辺にいるのか。記録ははっきり示している。貧困家庭，

移民，人種民族の少数派である。また女の子よりずっと

多くの男の子が読み書きの補習クラスにいる。

　ニュージーランドの研究者，ウォリック・エリーは読

みについて21ヵ国を対象にした調査を行った。彼の報告

書は「世界の生徒はいかに読んでいるか」（How　in　the

World　Do　Students　Read？）としてまとめられ，米国教

育庁で閲覧することができる。総合的に見て，アメリカ

とカナダは他の先進国と類似しているが，多民族の混

ざった状況から識字力の複雑なパターンを呈している。

スカンジナビア半島の国々は次の3つの理由でトップの

位置にいる。まず，ほとんど単一民族であること，極め

て人道主義的な教育，そして皮肉にもテレビの影響があ

る。アメリカの番組が自国語の字幕つきで放送されるた

め，子供たちはテレビを見ながら，たくさんの読みを経

験するわけである。最下位にいる国は教育に時問をかけ

ることのできない第三世界の国々である。

　ニュージーランドは過去の識字力に関する国際的な調

査でトップだったが，この調査では数段位置を下げてい

る。エリーの慎重なデータ分析は興味深い点を示してい

る。例えば，最近のポリネシア地方からの移民は土着の

マオリ族よりテストでの点数は低い傾向にある，という

ことなどである。このようなデータの沈着で冷静な視点

は，さらに深く突っ込んだ調査やいくつかの学校やコ

ミュニティーでの反応を知る必要性を示唆している。

　現代社会では，文盲率は減っているが，最貧地域の最

貧国における出生率が他の国の出生率より大きいので，

現実的な文盲人口は増えている。全般的に見て，国民所

得の総額における教育にかけた費用の割合の増加で識字

率も上がり，経済状況を変えている。おそらく事実は，

言語発達の裏にあるのは機能的な二一ズなので，世界の

どこにいる人であれ，彼等の二一ズと識字の機会の釣合

の中で多かれ少なかれ，読み書きができるということで

あろう。識字キャンペーンは読み書きが生活の中で必要

であり，また可能な条件下において効力を持つ。読み書

きの機会がほとんどない場所では人はそのようなキャン

ペーンに力を注がない。

　何年にもわたって，私はデボラ・グッドマンの指導の

場面を見てきた。彼女は都市部に住む4年生のグループ

と，読み書きの学習を自転車に乗ることを習うというこ

とにたとえて話し合った。何回かの話し合いの後，彼等

が納得したのは次のことだ。

　　　、＊

＊

＊

　どっしても自転車に乗りたくなくてはならない。教

師はこれを「動機」という。

何回も練習しなくてはならない。つまり，ハンドル

やペダルなど，各部分の技術を別々に練習するので

　はなく，実際に自転車に染って，こぐ練習が必要だ。

何回も転ぶのを気にしていてはいけない。これはリ

スク・テイキング（危険を覚悟）ということであり，

学習には衝突や怪我はつきものである。

この話しをベネズエラのカラカスでした時，ある聴衆

がもう一つの大切な条件を話してくれた。それは「自転

車というものにアクセスできる。」ということだ。自転

車が利用できない状況下では自転車に乗ることを学ぶの

は不可能なように，実の場で真実性を持つ読み書きの機

会がなくては，それを学ぶことはできない。このことは，

我々の社会，またこの世界で，誰が文盲なのかを理解し，

本物の読み書きにアクセスできない子供たちのための指

導プログラムの価値を考えるのに役立つ。

　犠牲者を責めること

　周期的にリバイバルする「北アメリカの読みの危機」

で，学習者の教育制度からの落伍がよく非難の的となっ

ている。我々は学習者の何かがおかしいと思い込んで，

次から次ヘテストを考案する。そのテストの後，もちろ

ん何かがおかしいことを発見する。最近ある新聞が，あ

る有名な私立の特別な子供のために建てられた学校をめ

ぐる興味深い論争を報告した。ある良心あふれる博愛主

義者が，大勢の心理学者やスペシャリストから読み書き

に問題を持つと判断された子供たちのための，テスト，

カウンセリング，そして補習講座というものに多大な寄

付金を投じた。その子供たちのほとんどは障害者として

確認され，矯正治療をうけたのである！　このような行
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為は教師がそのような子供を自分の教室の中に入れるこ

とを拒否した結果に起こるのである。

　子供のつまずきは学校のつまずきを意味する，という

のが私の視点だ。読み書きについて言えば，プロの教師

が丹念に計画した指導は，実質的にどこにおいても成功

を保証する。そうさせるのは，学習者が自分の読み書き

についてのオーナーシップ，つまり，学習の所有権を学

習者が持っているということである。

　ある日，コメディアンがおもしろい話をするのを聞い

た。それは私の幼いころの時代に起こったであろう話し

だ。「幼い孤児，アニー」というラジオ番組が，オーバ

ルティーン（飲料食品〉の提供で放送されていた。毎回

の放送の最後にアナウンサーは，25セントコインとオー

バルティンのびんの内側にあるシールを送ると，番組の

最後に流される「秘密のメッセージ」を解く，「暗号解

読リング」を送ってくれると言っていた。そのコメディ

アンは母親をおだてて，オーバルティンを買ってもら

い，1セントをやっとためて25セントコインに交換し，

それを送った。何週問かして，「暗号解読リング」が送

られてきた。学校からまっしぐらにもどり，番組最後の

「秘密のメッセージ」を今か今かと首を長くして待ち，

ついにそのメッセージをリングによって解く時が来た。

メッセージとは……「オーバルティンを飲もう！」

　この話しはあたかも，学校教育の効果の上がらない読

みのプログラムのことを言っているように思える。やっ

と教科書に書いてあることがわかるようになった時，あ

なたが見つけたのは提供者からのメッセージであり，あ

なた自身のものではないのである。読み書きが容易に学

ばれるべきであるなら，そのプロセスと結果ついての

オーナーシップは学習者にあるべきだ。彼等の読みから

理解したことは，彼等にとって，面白く，そして役立つ

ものでなくてはならない。それは彼等自身が持つ疑問に

ついて，楽しみ，情報，答えというものを運んでくるべ

きなのである。学習者にとって，現在役立つものでなけ

れば，学習というものは困難だ。

発達する識字力，その段階を示すケース

　子供たちが慣習的，なスペルでものを書くことができな

くても彼等が何かを理解していくポイントを経ながら発

達していくことについて我々は多くを知っている。イ

エッタ・グッドマンが「識字力のルーツ」とよんでいる

多くの研究は通常子供たちの書くことの試みにおける変

化を年齢に従って追っている。このセクションでは，プ

リスカ・マーティンズの博士論文にまとめられた彼女の

娘，サラの2歳から5歳まで，サラがものを書き始めて

から，幼稚園に入るまでのその発達を見ていきたいと思

う。（このケースについては現在，本にまとめられ，出

版の過程にある。）サラの発達は一般的な子供の発達を

我々に示してくれてヤ、る。

　サラは幼児期に両親が，メモ，新聞，レシピ，郵便な

どを読んだり，買い物リスト，小切手，手紙，レポート

を書いているのを見，また3つ年上のマスィユウが，本，

ロゴ，記号，雑誌などを読み，記号，物語，カードを書

くのを見て育った。識字力のある社会，家庭の中で，サ

ラは書かれた言語の社交としての機能，そして次に会話

するための機能というものに目覚めていった。

　サラは書く道具が身の周りにあるので，ペンやマジッ

クを握れるようになると熱心にものを書き始めた。彼女

はその最も初期の努力の中でさえ，自分を書き手として

考えている。まず彼女が創作したのは線と丸であった。

これらは彼女の周りの書かれた言語の中で彼女が知覚し

た要素だ。まず，その丸のことを彼女は「オウ（o〉」と

呼んだ。すぐにその丸はただのマークから，意味を示す

ものへと変わっていった。

　最初の例（Age3：0〉は，サラがその丸を意味とし

てどのように用いていたか，そしてどのように読んでい

たかを示している。フィレイロとテベロスキーのピァ

、ジェの理論に基づく研究では子供たちは，大きいものを

大きいプリントで見ることを期待するという傾向がある

と述べているが，サラはそれを示しているとも思える。

CarlとScottは彼女より大きい男の子であり，おおきな丸
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Age3：0

・別

11斑20卿y痂餓500趾

魁◎ooの％
1’伽20戸勾痂飾㎎・吻5・

。Ob・・

1’伽20P切励み（＝鳳

つ006、00◎

11斑fo雌㎎漉・

はサラにとっての彼等の大きさを表わしているのかもし

れない。

　ある朝，バースデーカードを作りながらサラは新しい

システムを創作した。彼女が発する一音節，或は一単語

に対し，一つの文字を代表させたのである。フィレイロ

とタベロスキーはこれを「音節ごとの仮定」と呼んでい

る。（アジアやその他の場所で，この音節ごとに書くシ

ステムを使っている。）続く一ヵ月，サラは何か書く時

にはいつもこの音節ごとに文字を置くシステムを用いた。

　だが，次に彼女はその方法を次のように修正した。

キーになる音節を複数の文字によって引き伸ばし，音を

表す文字の一部を与えていったのだ。次の月になるとア

ルファベットを，聞こえた音ごとに用いるようになった。

この比較的速い発達は，全くサラ自身の自力での前進

だった。

　ここに至るまでの過程においての彼女の書き方は創作

性には乏しい。いくつもの文字を認識してはいるものの，

A8e3＝4

HψηyB切ん一吻

≦ や

膨

πα囲M姐㎞

Age3：5

∂

ゆ附

●

多塾

◎　　　　●

　　
）

ρ

41Dみ1LfffH地s伽89幼一幼一幼。幼一μゐ9郷5

嫌幅

も

0

1T　D　ん　4　h
1’』ヒMoh一認h一幼一剛

1’o脚G7ロπ4μ
Age3：4

ある種のアレンジの中でわずかな文字しか用

いていない。そしてバースデーカードを除い

てはどれも「11ike．．．」か，　「Ilove．．．」

で始まる文章ばかりである。この時点での彼

女の書いたものは，対話的であるよりも，社

会的な内容や個人的な関係を表わす手段とし

て用いられている。いくつかの単語や文章の

長さについての意識を除いては，彼女の
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フォーカスは，彼女の周りの言語の形式よりも，言語の

社会機能に向けられている。

　サラは幼稚園の年少組に入ると，自分の名前に強い興

味を示し，そのスペルをしゃべったり，彼女の周りの環

境の中に自分の名前に入っている文字を見つけては喜ん

だ。その一週問後，マジックで自分の名前を書き始めた。

母親が書いてくれたのを見て，大文字のSから書き始め，

あとの文字は小文字で書いた。

　そしてすぐに，どの方向に文字を書いていくか文字の

方向について試み始めた。英語の書式では文章とほとん

どの文字を，左から右に書く。ものを書き始めたばかり

の子供の文字の方向というものは，その子が文字をどこ

から書き始めたか（左上，左下，右上，右下）というこ

といかんによる。「Sarah」の中のふたつのaは右を向い

ているが右から左へ，つまりまず，半円を書き，次に棒

を書く順で書かれた。Sは右上から始まり，左下に向か

うので厄介な文字である。

　3週問，彼女のSは右向きだったり，左向きだったり

した。（サンプルA参照）aはいつも半円と棒で構成さ

れたが，棒を半円の左がわに足した。rは慣習的なかた

ちであるが，hは丸い山のまん中に棒を立てた。

　次の4日間，自分の名前を書くとき，右から書き始め

左に向かって進み，鏡で文字を移した時のような単語を

作り出していった。（サンプルB参照）サラは，文字の

連なりはコントロールしていたが，その方向性について

は，まだコントロールできていなかったのである。だが

Sは慣習的な文字を書いている。

　その後，サラは常に左から右に向かって書くようにな

り，Sも常に，左から始まり右に向かって書いた。（サ

ンプルC参照）そしてSだけではなくrとhも向きを逆

にした文字でその後の一年間自分のサインとして用いる

形にたどり着くに至った。（サンプルD参照）そのサイ

ンが彼女の個人的なサイン，自分の書式のアイデンティ

ティーとなったのである。

　サラのサインに次の変化が表われたのは，何ヶ月も先

だった。彼女はすべての文字を大文字で書き始めたので

Age3＝7

A

C D

B悌

ある。名前以外のものを書く時は，大文字，小文字を混

ぜて書くことはあったが，名前に関してそれまではそう

したことはなかった。自分のサインを決めると，サラは

Matthew（マスイウウー），Mo㎜y（マミー），Daddy（ダ

ディー）を書いた。これらだけは彼女は創作スペルを用

いないで書いた。（サンプルAge3：7－3：11参照）

　この時期になると，彼女のメモや，絵，カードに添え

られたメッセージは，単語や音節の初めの音，或は，顕

著な音で表現されていた。（サンプルAge3：7－3：8

参照）

　そしてだんだんと，彼女が聞いた音のパターンを文字

Age3：7・3：11

〈〈 τ物

面岬
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Age3：7』3：8

‡L乙か

　1L　L　z　r
　1㎞2ま加zε一加ロ

μ・，

¢／移7●唾

1L　2
HOひεま0

5　’B2
588伽μ彼．

で表わすようになった。この初期のアルファベット表記

の例は彼女の書いた礼状にも表われている。これは，サ

ラの口語言語の音のパターンと，彼女の表記における創

作スペルのパターンの認識を反映させている。この時期，

彼女は口語でのrの音をwで発音し，それを表記におい

てはyで書き表していた。そして，thankをfankと，the

をfUrと発音し，このthの音をどちらも表記においてはv

で書き表していた。（vとfの音は，非常に関係深い。）

またsの音をcで表わし，9の音をkで表わした。（こ

のs－c，k－9のペアも関係深い音である。）Sunとい

う単語できこえた曖昧母音のシュワは一貫して1で表わ

していた。ちょっと見たところでは奇妙なスペルも，実

は比較的，規則性と一貫性を持ち，彼女の敏感な耳と

フォニックスのアクティブな創作を反映している。

m♪rへ餓》、・

簡・禦礎伺c＾静

　L“　6

←
Moπ痂Ψ　V：AN　C4Y15A

Mo所㎎F7㎝1，5㎝幼54－

RAH．
猶幼．

Age4：9

諏蘭　　　　　憾猷〆
灰γ幽廊　守£糠

D酬伽㏄　斑W

磁．、　転総
11伽飾85麗π5．

Age4：5

　名前を書き始めてから15ヵ月後，サラは「Mommy

丘om　S－a門w－uh，sarah」と読めるメモの入ったステンシ

ルで描いた絵を母親に手渡した。自分の名前のサインの

前に，聞こえた音を強調するパターンでの文字によって

文が書かれている。そしてサインの前の自分の名前は，

s音をC，配音をA，w音をY，∂音を1として自分の

創作スペルで書き，その後に自分のサインSARAHを加

えている。創作スペルによる自分の名前では，慣習的ス

ペルでaが表わす異なった音をサラは，異なった文字を

用いて表わしている。彼女は自分の名前を4つの音で聞

き取っていたので，4文字が必要だったのである。（サ

ンプル4：10参照）

　この最初の名前の創作スペルから5週間の後，サラは

スペルをZAYRIと修正した。慣習的スペルに入ってい

るRを入れたのだが，まだYはw音として残されていた。

そして最初のsをCからZに変えた。彼女は音と視覚の

両方を使って創作スペルを作り出していたのである。

（サンプル4：10参照）

　同時にサラはそれまで慣習的スペルで書いていた家族

の名前も，創作スペルで書くようになった。自分で創作
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By　S4霜ロh．541【躍’1

Age4：10

したルールを選んで用いたのは，サラが自分のそのルー

ルに自信があったからであろう。彼女は言語にはルール

があることを学んだ。そして自分の書くもの全てにその

ルールをあてはめて書いていたのである。だがまだ英語

のスペルのルールが，全ての人々と社会に共通するため

の様式を持っていることは理解していなかった。

　サラは英語のスペルを創作することによって，自分で

書くという自由を得た。自分の言いたいこと，言わなく

てはならないことは何でも書いて表わせるということを

理解した。まもなく，彼女の創作スペルによる文章は，

誰もが判読できるものになるに至った。サラは句読点

〈〈≠川う鵬
　　　　　　　　　　　　　　跳

MAV舅
M姐㎞

Age4：11。5：2

（之れも創作によったが慣習的なものへと移っていっ

た）を加え，異なったジャンルのもの，地図，礼状，学

校ごっこ，リストや図面を書き始めた。幼稚園の年長組

に入る前にサラは書き手となっていた。そしてこのこと

は，本人も両親も疑うこともなく認めていた。

　サラは世界で唯一人のサラだが彼女の書き手（そして

読み手）としての目覚ましい発達は彼女だけに備わって

いるのではない。母親がサラの発達の証拠となるものを

全て残していたので，我々はこれら様々なことがわかる

のである。速度，因果的な連鎖などの違いはあれ，この

プロセスはどの子供にとっても読み書きを身に付けるプ

ロセスとして共通している。

　サラの話は彼女が5歳になって，幼稚園年長組に入っ

たところで終わる。年長組での経験はこの素晴しい読み

書きのスタートをさらに延ばすものではなかったのだ。

両親は失望した。彼女の教師はレディネス，そして部分

から全体へという指導に終始し，サラの読み書きは文字

と単語とフォニックスのドリル練習に制限された。サラ

はよく，練習プリントを裏返しては自分で好きな絵と文

を書き問題とされた。その教師はサラを含め，クラスの

何人かはすでに書き手であり，読み手であることに気付

いてはいないようだった。彼女の仕事というのは，子供

たちを読み書きができるようにするためのスキルとドリ

ル指導への準備ということだった。

　その学期の終わりにこの一家は引っ越しをしてサラは

ホールランゲージの幼稚園に移った。サラの新しい先生，

ウェンディー・フッドは，サラの入園第一日をこう書き

記している。

　サラが一月に入園。冬休み開けの第一日目，いっぱい

に詰まったリュックを背に，新しい犬の縫ぐるみを抱い

てやってきた。サラは教室の外のイーゼルのところでほ

かの子供がサインをしてから教室に入るのを見て，自分

の名前と持ってきた犬の名前を書いた。

　私は一人一人抱きしめて挨拶をし，新しい日記ノート

を配ったb子供たちが教室に落ち着くと，サラはおずお

ずと，自分の持ってきた筆記用具を使っていいかとたず
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ねた。前の幼稚園では教室内で教師が配った鉛筆とクレ

ヨンしか使えなかったのだそうだ。許可を得るとサラは，

自分の席を選んですわり，リュックから色鉛筆，マジッ

ク，クレヨンなどを取り出して周りの子に「一緒につか

う？」といった。

　サラはきめ細かい絵を描くとその絵についての説明を

書いた。説明は判読できた。私は，防備録に「サラ，M

　1月7日　入園第一日，自分の名前をフルネームで書

く。判読可能な創作スペルを使い，常に左から右へと書

く。単語と単語の問のスペースも所々適切である。単語

のスペルは音声的であり，自分の発音パターンをもとに

したものと思われる。」

　日記ノートを書く時間が終り，全員が集まって和にな

る時間になった。みんなでサラを歓迎し，クラスのお気

に入りの「お友達の歌」をサラのために歌った。サラは

うれしそうに聴き，その後，他の子が休み中の話を発表

するのを聞いて，自分もうれしそうに発表した。

　私が読んで聞かせる絵本を持っていると，その表紙を

見て，サラは「ハッピーバースデーって書いてあるで

しょう？」と私にささやくように言うので，「そうよ，

サラ。」と答え，クラスに「これはハッピーバースデー

と書いてあるのだけれど，誰の誕生日がもうすぐ来ると

思う？」と尋ねた。

　サラとクラスメートは私の持っている本「Happy　Binh－

day，Ma丘in　Luther　King（ハッピーバースデー，マルテイ

ン・ルター・キング）」の表紙を見ながら考えていた。

「私のおにいちゃんの名前のマスィゥウーはそれと同じ

ような字で始まるの。」とサラが言った。クラスメート

のミシェルが「マルティン・ルター・キング？」と尋ね

るように言った。「そのとおり。みんなでこの本の題を

一緒に読んでみましょう。」と私が言うと，サラとミッ

シェルはひときわ大きな声で読んだ。

　防備録に記載「サラは絵本のタイトルのHappy　Bi曲day

が読めた。他の単語も読めることは明らかである。数日

のうちにサラのミスキュー分析をすること。」

教えることは，学ぶことをどのように助けるか。

　ウェンディー・フッドは自分の仕事は，子供が今いる

レベルからさらにその能力を引き上げるのを助けること

だと理解している。また，彼女の年長組に入ってきた子

供たちがすでに識字力を持っているということも，当り

前だとしている。その子供たちを読み書きのイベントに

引き込むことに心血を注ぎ，注意深く子供たちを観察し，

その発達を記録していく。そ，して子供から学習の所有権

を取り上げずに，さらに発達を促す活動を奨励する。

　子供を教えたかったら，児童観察者（Kld－watcher）

にならなければならないことを，彼女も他の多くの教師

と同様に正しいと信じている。もし人間というものが，

実験のねずみや鳩のようにものを学ぶなら，その実験も

効果を持つであろう。事実，子供はねずみや鳩のように

学べる。だがその逆は真実ではない。ねずみや鳩は人間

の子供のようには学べない。子供たちは，学校の外でも

中でも，同じように学習しているのだ。教師は子供たち

が知るべきことを，直接説明することだけに自分の仕事

を制限する必要はない。また教科書がそうするように，

指導と学習とを数字で計ることができる小片にきざんで，

ぞれを指導のプログラムの順にアレンジする必要もない

のである。

　ねずみや鳩と違って，人間は学習の中で言語を学び，

言語を用いる能力を持っている。我々は言語というもの

を，単に我々の考えや経験を共有するためだけに使うの

ではなく，経験や学習を反省したり振り返ったりするた

めにも使う。もし教師が機能する書かれた言語を学び，

使う能力をどんな子供でも持っていることを深く受け止

め，書かれた言語がどのように機能するかについての基

礎的知識を持っていたら，学習者が自分の言語能力を発

達させながら読み書きを学ぶのを教師が助けていくとい

うこれまでとは違った教室が生まれるに違いない。

　ウェンディー・フッドは自分をホールランゲージ教師

と読んでいる。ホールランゲージは豊かで多様性に富み

複雑な，そして一つの完結した教授学として生まれた。
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次に紹介する教室の様子はホールランゲージの教室で，

教師と学習者がどのように読み書き能力を開発していく

かを物語るものである。そしてどれも作り話ではなく，

本当の話なのである。

　いつ我々はものを読むか。

　次の教室の様子は，ミシガン州デトロイト郊外の学校

でデボラ・グッドマンが教える中学年クラスである。主

要な活動は太字で表わしてある。

　算数のテーブルでは，数人が「バスケットボール」「フ

リーズ　タッグ（氷おに）」と言うタイトルの下に房に

なってついている名前が書かれたメモの紙を見つめてい

る。ジェイは「ウェイサイド学校のサイドウェイ算数」

という本をグループのみんなに向かってよんでいる。

「ああ，」マルセラが言った。「チーズ　タッグといった

のかと思った。フリーズ　タッグはだあああいすき。」

ディメトリウスが言う，「オーケー，もしマルセラがフ

リーズ　タ，ッグをするなら，ジャニスもするさ。彼女は

マルセラがすることは何でもするから。」「きっとフリダ

もするわ。」リナータが言った。「フリダは10人集まらな

いとバスケットはしないって言っているもの。」

　スティーブンという今日からクラスに入った子が名前

が書かれたメモを「バスケット」から「フリーズ　タッ

グ」へと移すように言われている。ジェイはグループの

みんなが本に書かれたパズルを解決できるように，本の

その先を読み始めた。

　違う場所で美術係が集まっている。ミーガンとベンは

「美術係のきまり」とタイトルされたポスターを書いて

いる。きまりとは，

1　きまりというものは，ない。

2　上の1に注意すること。

　ジョンは自分のポスターから目を上げた。ポスターに

は鉛筆がバスケットボールを突き刺している絵が描かれ

ており，美術係は体育係より大切であることを語ってい

る。「ぼくはちゃんとしたきまりを作るべきだと思う

な。」彼は言った。週ごとの係活動のレポートを書いて

いたタミカが目を上げ，論議が始まった。

　スポーツのテーブルでは，ベサニーが本と雑誌をまと

めている。本をかたずけるたび，彼女は表紙を見，ぱら

ぱらとページをめくって，目を通している。時々，目を

とめては，読んだりイラストを見たりしている。そして

「チームメイト」という本を読みながらジャッキー　ロ

ビンソンのことを考えているヘザーに向かって声をかけ

ている。「信じないと思うけど」ヘザーが言った。

「ジャッキー・ロビンソンは，チームメイトと一緒のホ

テルに泊まれないんだって。」ベサニーはヘザーの本を

のぞきこんで読み始めた。

　私もスポーツのテーブルで，レポートを書くのに手問

どっているデレクを手伝っていた。彼と一緒に，サッ

カーの起源について読んでいた。私は本を傍らに置きデ

レクに，この本の中で大切だったり，興味深かったりし

て思い出せることはないかと尋ねた。「武士たちが戦乱

のあと，どんなふうに野原で敵の首をけっ飛ばしていた

か。」デレクが言った。思い出せる事柄をリストにする

とき，私が代筆者となった。

　しばらくの問，3人の男の子がマット・クリスト

ファーの本が並んでいる図書コーナーに座っている。3

人は読んだ本と次に何を読むかについて話している。彼

等は掲示板の「マット・クリストファー・ファンクラブ」

と書かれたクラブメンバーが借りた本の記録を見ながら

考えている。3人がにぎやかになってきて，「ベビー

シッタークラブ」の本を読んでいたモニークが目を上げ

て「静かにしてよ。読んでいるんだから。」と言った。

そのそばでアンソニーは目もくれずに，ひたすら厚い空

想文学の本を読んでいる。

　理科テーブルでは，6人が体力測定の説明を読んでい

る。理科係のジュリアが彼等の質問を受け付けている。

説明を読んだあと，6人は30秒問静かに座り，そのあと，

ジュリアは彼等が脈を計り，ワークシートに書き込むの

を手伝った。6人は歩いたあとと，走ったあとの脈拍数

の違いを調べるために廊下に出ていった。

　ジョンとドナバンは彼等の質問事項「あなたの好きな

スポーツは何ですか。」のアンケート調査のために教室
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を歩き回っている。彼等は教室の中央のオープンスペー

スに戻ってデータについて話し始めた。質問の答えを一

通り見たあと，彼等はアンケート用紙の答えを仕分けし

始めた。彼等の近くに座っているキャロルは，雑誌「ス

ポーツイラストレイティッド」の編集者あてに，水着の

特集で女性をセックスの対象として扱い，選手として考

える配慮にいかに欠けていたかを伝える手紙を書いてい

る。彼女の横にはその雑誌が高く積まれ，時々その雑誌

を参照している。他の児童は同じ雑誌を使って，彼等の

レポートに必要な記事を読んでいる。

　作文指導のテーブルでは，ルーベンが水泳についての

詩を読むのをリザとエリーが聞いている。エリーはルー

ベンの詩は，アーノルド・アドフの詩を思い出させると

言った。そしてアドフの本を探しにスポーツのテーブル

に走った。

　スポーツのテーブルの近くにある，リスニングコー

ナーでは，サムとダニエルが，クラスを訪れた地域のス

ポーッ選手のインタビューテープを聞いては，彼等は自

分の思索日誌を読み返している。テープをおいた棚の横

に貼ってある他の人のコメントを読みながら，自分達の

コメントを書き加えている。

　シャロンはレポートのために高く積んだ本を読んでい

た場所でレポートに行き詰まり，手を止めた。彼女は日

直の机にある研究相談のシートに自分の名前を書いた。

日直のケネスはシャロンのためにホルダーを見つけ，彼

女の名前をシートでチェックした。バーバラがトイレパ

スをもって部屋に入ってくると，ケネスはリザを呼び，

彼女の番だと告げた。ケネスはホルダーとシートを片付

け，読んでいた本を再び読み始めた。

　リサーチグループが図書室からもどると，このアク

ティビティーの時間は終了となり，片付けを始めた。全

員が集まって感想を述べる時間となった。この時間の今

日の司会はナターシャだ。彼女はまず，スティーブンに

尋ねた。

「第一日目の感想はある？」

「とっても楽しかった。でも一体いつ教科書なんかを読

むの？」

「何いってるんだよ，こんなにいろんなものを読んでる

じゃないか。」デレクが大きな声を出した。

「デレクの番じゃないわ。」ナターシャが言った。「ス

ティーブン，私たちは一日中何かをすることで読んでい

るの。」教師の私は何も言わず，ナターシャや他の子供

が説明した。

　私がこの教室の様子をここに挙げたのには2つの理由

がある。第一には，子供たちを広い範囲の読み書きの活

動に巻き込み彼等の発達を支えるのが自分の役割だと教

師が理解している教室の中での読み書きについて，その

可能性の展望を示しているということだ。この教室で扱

われていたジャンルの広さを思い出していただきたい。

生徒たちは，問題解決，調査，機能する会話をすすめる

ため知識を得，それを組織立てるため読み書きの持つ多

く機能を利用している。そして書くということを通して

彼等がジャンルをコントロールする力はさらに発達し揺

るがぬものになっていく。

　第二の理由は，スティーブンが示しているように，学

校での読みは練習やドリルや，読みを教えるためにあら

かじめ用意され，コントロールされた教科書によって構

成されているという「思い込み」が，生徒の問にもいか

に浸透しているかをはっきりと見ることができるからで

ある。多くの生徒は，彼等が読む文学作品でさえ単語や

読みの技術を彼等に教えるはずのものだ，と研究者に

語っている。それは彼等が，成績というものが実際の読

みではなくどのように練習をこなしたかと，テストの出

来に基づいていることを知っているからである。新学期

が始まって何か月もたってからでも，このデボラ・グッ

ドマンの生徒の何人かは，家で読んでいるものは，読み

のうちに入らないと信じている。彼等は，ワークブック

のページを読むのが読みである，という考えからぬけら

れないでいる。

　指導される練習としての読みの視点は，通常生徒だけ

ではなく，教師や親の間にも存在する。「まず読みの方

一118一



読みについて（8）

法を学んで，それから何かを学ぶために読む」と多くの　　任を与えている。そしてこのことはさらに多くの機能的

教育者は語っているが，これは読むための学習と読みを

機能的な目的にしようすることは分けて考えられる，と

示唆している。そしてこれは多くの教室で皮肉的結果を

生んでいる。子供たちは読みの学習（ワークブック，ボ

キャブラリーのドリルやテスト）に忙しく，全く読む時

間がない！　このデボラ・グッドマンの教室では，実の

場で真実性のあるたくさんの読み書きが行われている。

　この教室では，実験用のねずみと鳩が行うような学習

はない。内容から隔離され技術を学ぶ練習はない。その

かわり，たくさんの識字事象，学習者が書かれた言語を

用い，書かれた言語を学ぶ実の場が用意されている。同

時に，あなたはこのクラスでは今スポーツというテーマ

で学習が行われ，そのテーマの中に理科，社会，算数，

図工などほかのカリキュラムが盛り込まれているのに気

がつかれたことだろう。

　この教室ではたくさんの読み書きが進んでいる。しか

し，読み書きの指導はどうだろうか。ここでは教師が二

つの場面にしか登場しない。サッカーの起源を調べてい

るデレクが手助けを必要としているところに教師はいる。

彼女はデレクとともに読み，一人では読めない本の中か

ら情報を探すのを手伝い，情報収集のための読みに必要

な方法を提示し，何をレポートするかを組織することを

奨励し，彼のためにメモをとる。その後，彼女はデレク

が自分で集めた情報を認識していくのを助けるであろう

が，最終的にレポートを書き，クラスで発表するのはデ

レク自身である。

　また教師はクラス全員で感想を述べる場面にいる。だ

がここでは彼女は沈黙のうちに参加している。この教師

は指導をしていると言えるのだろうか。答えはもちろん

イエスである。彼女はクラスを学習者のコミュニティー

になるように作り，彼女の案内によって学習者はクラス

の中の進行中の組織で責任を持って活動している。日直

やクラスミーティングの司会を子供達が順番に担当して

いるが，これは教師の仕事を減らすために肩代りしてい

るのではなく，学習者に彼等の教室としての所有権と責

　な読み書きの活動を作り出している。学習者は何をどの

　ように学習するかの計画に参加し，協力し助け合うよう

　奨励され，自己評価を行う。彼等は今自分が行っている

　ことを理解し，どのようにうまく行っているかを判断し

　ている。彼等が読んでいるものは，彼等の学習の機能的

必要によって選ばれているので，実の場において真実性

　を持つものである。だから自分で読んでいるものをどの

位よく理解しているかを自分でわかっている。

　　この生徒たちは自分の読み書きを自分でコントロール

　している。彼等は自分で読んだり，二人で読んだり，グ

　ループで読んだり，クラス全員で読んだりして彼等自身

　の学習を行うのである。そして問題をともに解決してい

　く。自分の知っている事や，知らなくてはならない事，

　また学んだ事を話し合う。学校での一一日の営みの中でた

　くさんの種類の読み書きを創始し，それに参加している。

、　このクラスの様子に至るまでにも，もちろん多くの事

　がすでに行われている。分野別のテーブルが組織され，

　係が設立され，ルールが草案されている。組織，構成，’

　計画，順序というものが，実の場で真実性を持つ読み書

　きの学習を奨励するべく作られ，教師はそのどの場所に

　も存在し，またいずれの場所にも存在しないのである。

　クラスの話し合いの中でその教師が何も話さなくとも，

　教師の存在はそこに感じられるものとしてある，つまり，

　聞き手になり，観察し，評価し，必要に応じて話す準備

　のある存在としてそこにいるのだ。学習者は教師との相

　談を申し込む手続きがあり，自分が行き詰まったとき，

　教師がそこにいることを知っている。だがほとんどの場

　合，学習者は自分の学習に従事しているので，行き詰ま

　ることはめったにない。学習者は，教師がモニターする

　ポスター，日誌，発表などを自分で選んでいく。優れた

　教師がそうであるように，このクラスの教師は彼女の後

　ろにも目を持ち，学習者がいつどこで彼女を必要とする

　かを知らせる第六感を働かせている。

　　またこの教師はヴィゴツキーのいうところの，調停役，

　仲介者として存在している。彼女はデレクがどの場面で
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助けを必要としどこは自分で出来るかを知っている。つ

まり彼女はデレクの「発達の中心の幅」といものを感じ

取っている。彼が選んだ本は子供のために書かれたもの

ではなかったので，教師の助けと励ましなしでは，自分

で選んだ本をあきらめてしまうかもしれなかった。彼女

はデレクが，学んだ事や知っていることをどうまとめる

かの決断を代筆することにより，彼がまとまりのあるレ

ポート発表が出来るように助けている。このプロセスの

中でデレクの読み書きの能力は発達していくのである。

　教師はほかの子供の調停役，仲介者も間接的につとめ

ている。シャロンは自分が読んでいるものに行き詰まり，

教師に相談する時であることを知っていた。廊下にでて

いったグループは教師がいなくとも，調停役として準備

のできているジュリアがいるので，やることを見失うこ

とはない。

　この教師はクラスのカリキュラムディレクターでもあ

る。生徒たちが本や経験を共有し合うことをすすめ，学

級の本やほかの資料を提供し，図書館へのアクセスをア

レンジし，ゲストスピーカーを呼ぶのを手伝い，生徒同

士がお互いに資料提供者となることを奨励し，彼等に許

可を与え，と言う具合である。

　だが，この全ての活動において，読み書きが確実に発

達すると言えるのだろうか。ここでこそ教師は，読み書

きというもののプロセスと，それがどのように学ばれる

かを理解する必要があるのである。読みといものは，実

の場で真実性のある書かれた言語の意味をわかっていく

ことだと，この教師は理解しているので，彼女は生徒ら

が，適切な本物の，そして多様性に富んだテキストに従

事できるように勤めている。また彼女は，書くというこ

とは，書かれた言語を通して，意味を作り上げていくこ

とだとわかっているので子供たちが書かれた言語を用い

る活動に従事する機会を見つけるだけではなく，そのこ

とがより楽しい活動になるように考えている。キャロル

は雑誌スポーツイラストレイティッドの編集者あてに，

自分の道徳感からの怒りを手紙にした。それが編集者に

よってきちんと扱われる手紙で，返事をもらえたり，も

しかしたら雑誌に載せてもらえるように教師はその手紙

の完成までの過程で彼女を助けるであろう。ジョンとド

ナバンはいつも，落ち着いて学習するのが苦手な子供で

あるが，彼等は自分たちの行なったアンケートの結果と

それを発表することにわくわくしている。

　この教師は何種類もの正式な，またもっと自由な形で

の評価の方法を使う。彼女の生徒は，自分を最もよく表

わすもの（その多くはやったことの中で清書，あるいは

最終的にまとめたレポート〉をファイルしたポートフォ

リオを作る。彼等は自分で目標を書き，成績票が作られ

る前に定期的に自己評価をする。また読後日誌をつけて

いる。学年の初めの一か月の彼等の自分で選択した本の

読書量は，学校システムの中でその学年に課せられた教

科書のページ数をはるかに上回っている。

　この中学年のクラスでは，教師は子供たちが，より広

いジャンルの読み物を読む経験を積むことと，それに

よって読みの能力をさらに発達させることにフォーカス

を置いている。彼女は子供の一人一人が様々な発達段階

にあることを知っている。「全く読んだり，書いたりし

ない子供というのはいないのかい？」と彼女に尋ねたこ

とがある。彼女は驚いた表情で私を見て言った。「そう

いう状況にはなりません。」

　幼稚園5歳児クラスの第一日目

　次の教室の様子はウェンディー・フッドのクラス第一

日目で，「教師はその場に近づいたら，望遠鏡を見てい『

るつもり」と題され1989年に出版され我々の本の中に掲

載されたものである。（グッドマン，グッドマン，フッ

ド，1989）

　幼稚園の私の教室の外には，イーゼルに画用紙を貼り

置いてある。その紙の上部には，「なまえをかいて，

きょうしつにはいりましょう。」と英語とスペイン語の

両方で書かれてある。私は，新しいクレヨンの箱を手に

持って，近づいて来る子供たちに「ハーイ！私の名前は

ウェンディーです。」と挨拶をする。「何色のクレヨンを

使って名前を書きたい？」と一人一人尋ね，ある子は簡

単に，ある子はちょっとした手助けで，またある子はい
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やいや名前を書く。

　目をくりくりさせた子供たちは教室に入ってくる。私

の助手のテリーは子供たちに挨拶をし「名札が見つかっ

た？」と子供たちを観察しながら必要に応じて手をかし

ている。そして紙と鉛筆，クレヨンが用意されたテーブ

ルに彼等を案内している。「好きな絵をかいてね。」と彼

女は言い，子供たちは自分で席を選んで座った。

　教室の外では，まだ二人の子供がクレヨンを手に立っ

ている。心配そうな顔をした二人の少し後ろに，二人の

母親たちが同じように心配そうな顔をして立っている。

そのうちの一人が自分の子供に近寄って，彼が書く間，

辛抱強く待ちながら，「D－a－n＋e4．」とささやいてい

る。私がダニエルに挨拶をするとにこにこして教室に飛

び込み，名札を取った。

　最後に残った女の子の目に涙があふれた。母親がスペ

イン語で彼女に言った。「思い出せるでしょ。Vから始

まづて，」と言っている。女の子は身動きせず，立って

いる。母親はクレヨンを持つ女の子の手を持って，Vを

書かせた。女の子の目から涙がこぼれた。「まあ，素敵

なVが書けたわね。」と私はその子と母親に言った。女

の子ベロニカに私が手をかけ，その子は鼻をすすりなが

ら私とともにイーゼルを離れ，教室に入った。名札は一

つしか残っていなかったが，ベロニカはその名札を自分

では取らなかった。

　子供たちが絵を書き終わるころ，私とテリーは一人一

人にその絵について尋ね，「まあトラックね，トラッ

クって書いておいてね，」などと言ってまわった。ほと

んどの子が書くか書くまねをした。「何て書いたの？書

いたのを読んでみて。」と尋ねるとほとんどの子がそう

した。書かれたものに私は「このトラックはどこに行く

の？」などとコメントを書いた。これが第一日目の日記

活動である。私がコメントを書いた後，その紙を私がも

らってもいいか子供に聞き，じゅうたんが敷いてあると

ころで好きな本をえらんで読むようにと言った。子供た

ちは一人また一人と日記を書き上げて，じゅうたんのと

ころにやってきて本だなから本を出した。全員がそこに

集まった時，本を片付けて，みんなでの時間虐始めた。

　みんなで集まる時間の後，指示された活動，自由選択

の活動，片付け，最後の集まり，そんなこんなで第一日

目が過ぎて行った。終業のベルが鳴り，母親，父親，ま

た家族のほかの人たちが教室の外で元気に出てくる子供

をむかえる。「どうだった？最初の日はおもしろかっ

た？」とみんな子供に尋ねている。「うん。」子供は答え

ている。「何したの？」うれしそうに尋ねる親たちに子

供は答えた，「遊んだ！！」

　この教師は幼稚園の自分のクラスを次の二つのキーに

なる前提の上で，読み書きのプログラムを作っている。

＊　初日ではあるが，ほとんどの子供はすでに読み書き

　　を開始している段階でここに来る。

　　彼等はプリント文字に囲まれて生活している。書か

　　れた文字は，彼等自身，また彼等の家族の生活の上

　　で重要な役割をはたしている。バイリンガルの家庭

　　の子供はすでに二つの言葉での読み書きの発達を始

　　めているかもしれない。教師の読み書きのプログラ

　　ムは子供たちがすでに知っていることから始まる。

＊　最初に子供たちが教室に足を踏み入れた時から，教

　　師が自分のことを読み書きを容易に，・また良く学ぶ

　　能力を持っていると信じていることに，子供たちは

　気づく。彼等は読み書きをすることを期待され，ま

　　た自分のペースと教師の忍耐強い励ましでそれを行

　　う。

　教室の様子の続き

　テリーと私は，その半日の第一日目を終えて，すでに

それぞれの子供について多くのことを知った。我々は児

童観察者（キッドウォッチャー）なのだ。

　私たちは子供が自分で名前を書いたサンプルを得た。

どの子は自分の名前を書けるか，どの子はもう少しで書

けそうか，どの子は名前の中の文字のいくつかが書ける

か，どの子は文字のようなものが書けるか，またどの子

が，名前は書けるがすでに幼稚園では間違ってはいけな

いと思ってダニエルのようにびくびくしているか，私た
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ちはわかった。またどの子が名前の中で文字を書く筆使

いをしており，どの子が全く名前を書く事を知らないか

ということもわかった。

　私たちはほとんどの子供の第一言語がわかった。英語

での説明を理解していたか1何語で反応したか，親とわ

かれる時に何語を使ったか，自分の絵についてのコメン

トを何語で読んだか，英語の歌についてきたか，スペイ

ン語の歌についてきたか。、

　自分の名前を識別できたかどうかもわかった。自分の

名札を選んだか。何人かについては，名札の文字を読ん

でわかったのか，それとも自分の名前をロゴとして覚え

ていたのかもわかった。自分の名前に似ている名札を取

らなかったかどうか。マーティン（Martin）はマリア（Ma－

da）のに手を伸ばしたが，マリアはマーティンのもの

にもマリオ（Mario）のものにも，惑わされなかった。

　書くということのそれまでの経験についても，ある程

度わかった。クレヨンや鉛筆をどんなふうに使っていた

か。紙の上に何かを記すということにエネルギーを使っ

ていたか，それとも絵を書くことを楽しみ，くつろいで

絵をかいていたか。鉛筆の持ち方を知っていたか，それ

とも不器用ににぎっていたか。

　書いたものをいかに理解していたかもわかった。私た

ちの読めることばを書いていたか。一つ二つの単語を慣

習的スペルに近いもので書いていたか。自分が意図した

単語の初めの音に合う子音の後に文字グループを構成さ

せていたか。文字を一連のグループとして書いていたか，

それとも一字一字を独立させていたか。文字を用いてい

たか，それとも文字のような形を用いていたか。自分の

名前の中の文字を選択的に用いていたか。文字を幾何学

的な形で用いていたか。文字の上辺，下辺を続けて書い

ていたか。「それを書いてみて」と尋ねられた時，最初

に書いたものを丸写しにしていたか。

　子供たちがどの位躊躇なく書いたり，書くまねをした

りするかや，書いたものを議んだり読むまねをするかを

観察することで，もっと子供たちの読み書きの理解につ

いてがわかった。自分の選んだスタイルで熱心に書いて

いても，読めないと執拗に言っていたか。書いたけれど，

何て書いたかは忘れたと言っていたか。読んでから，あ

たかも「先生ったら，これが何か意味を持っていると

思ってるんだ」とでもいうように，くすくす笑っていた

か。子供が「できない。」と言ったとき，それはどんな

意味を持つのか，書くということが何だか知らないと

言っているのか，彼等が知らない慣習法があるのを知っ

ていて，それを知らないと言っているのか，それとも書

きたい単語のスペルを知らないと言っているのか。また

は5歳児としては最大の努力をして，創作スペルによっ

て字を書き自分で意図したように読んでいるのか。

　彼等の本の扱いの経験についてもわかった。本が何か

を知らない子もいたが，どの子も本だなを見つけ，本を

選びページをめくっていた。一冊を選ぶ前に何冊かぱら

ぱらページをめくって見ていたり，おもしろい場面を見

つけてその本をずっと見ていたりした。何人かはさっさ

と何冊も目を通したり，別の子は一ページにじっくり時

問をかけて見ていたりした。何人かは声を出して読んん

だり，友達に読み聞かせていたりした。またある子は特

別な絵を見つけてほかの子に見せていた。ほとんどの子

は本を開く前に表紙を識別していた。本を逆さまに持っ

て最初の1，2ページで本の向きを変える子はほとんど

いなかった。大人をつかまえて「読んで。」とせがむ子

が必ず一人か二人はいる。

　この5歳児のクラスでの一年間，子供たちは読み書き

を機能的に用いる機会をあふれるほど与えられるであろ

う。教師は彼等に読み聞かせ，また子供と一緒に読み，

彼等の手の届くところに文字のない絵本や文章を予測し

やすい本をたくさん置くだろう。子供たちは教室の中の

おままごとの家やテーブルで読み書きをして遊ぶだろう。

一年が終わるころには，多くの子が自分の創作スペルを

使って書き，その書いたもので綴じた本が教室に並ぶで

あろう。子供たちは，教室や自分が住むコミュニティー

の環境にあるプリント文字を読み，予測しやすい本で，

気に入ったものを何度も何度も読むだろう。何人かは自
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分のおばあさんあてに，本当に字が読めるようになりま

した，と創作スペルで手紙を書き（おばあさんはその創

作スペルを，なんとかわいい，と思うに違いない），何

人かは3ページ物の物語を書くだろう。また何人かは，

マーホリー・シャーマットの「おばけの手紙」やビル

マーティンの「おばけの目をした木」を一人で読めるよ

うになるであろう。

　一方，何人かはまだ文字を一つ一つ書き，何度もビル

　マーティンの「茶色の熊さん」を読んでもらっても，

その物語より難しい本は読めないだろう。だが発達段階

のどの位置にいようと，彼等は成長し続けており自信を

持って自分が読み手であり書き手であると考えているの

である。教師は次に示すように，注意深く一一人一人の変

化をメモすることによって，どれだけその子が成長した

かを知るのである。

　3月5日：ベロニカ　最初の日に泣いた子，図書室で

本を選んだ。カウンターに行き，そこに備え付けてある

赤いペンでカードのあの細い欄に自分で名前を書いた。

隣の子をちらっと見て，次に自分の教室番号の欄に10と

書き込んだ。ベロニカが初めて自分で自分の名前を書い

たのだ！　彼女はその経験が今までのものとちがうこと

をわかっていた。誇らしそうな顔をして，本を私に見せ

に来た。いつも協力的な司書はそのカードを私に貸して

くれ，3枚コピーをとった。1枚は私のファイルヘ，1

枚はその司書が同僚に見せるために，そして最後の1枚

は辛抱強くベロニカの成長を見守っている彼女の母親へ。

　このクラスに何か足りないものがあるだろうか。初歩

の読み書きの教本，ワークシート，週ごとに覚える文字，

内容の伴わないフォニックスのドリルやフラッシュカー

ドなどは一切置いていない。この教師はあらかじめ用意

された読みのためのプログラムを子供たちに与えるので

はなく，子供たちが読み書き活動に入るのを助けている。

　意味のための読み

　次の教室の様子はアリゾナ州ツーソンにあるボートン

小学校のキャロル・クロウエルの学級をキャサリン

ウィットモアが1990年の2月に観察したものである。

（ウィットモア，クロウエル，1994）

　サンシャイン学級の3年生の子供たちは，さんさんと

降り注ぐアリゾナの2月の太陽の下で遊び，息をきらせ，

楽しそうな顔をしながら，教室に戻ってきた。キャロル

は教育実習生のミシェルに，子供たちは読みの中で意味

をとることが十分に出来ていないのでそれを補うための

穴埋め問題についてを短く説明した。

　3つの学習活動が同時に教室の中で行われる予定であ

る。教室の中央に集まって座った子供たちにキャロルは

説明を始めた。まずほとんどの子供は，英語とスペイン

語で書かれた一連の手がかりをもとにして，英語でもス

ペイン語でも，好きなほうの言語で物語を書く。英語を

使う子供に教材をわたすと，スペイン語でスペイン語を

使う子供たちに説明をした。この活動をする子供は教室

のあちこちへと散らばって行った。

　残りのグループは二つに分かれる。3人の英語を使う

子供は，、ミシェルをリーダーに集まり，あとのスペイン

語を使う4人はキャロルのところに集まった。どちらの

グループも，意味の手がかりを用い，また彼等の持って

いる接語の知識を用いながら，ブランクを埋めていく一

段落の文章が用意されている。8つの単語がその文章の

中でグラフォフォニックの手がかりが使えないように抜

かされてブランクになっている。だがその隠された単語

の長さと文字数のスペースは手をつけられていない。

　アンナ，デイビッド，ロザリオ，レイモンドの4人は

この活動でスペイン語のみを使う。彼等に配られたのは

次の文章である。

Me　gusta　　　　el　fardin　zoologico．Para　mi　es　un

interesante。Siempre　　　　　los　leones　y　los　monos。Los

leones　parecen　　　y　al血smo　tiempo　hemosos　y　vali－

entes．Los　monos　son　　　　．Van　y　vienen　　　　　y

hacen　gestos　chistosos．Aunque　los　leones　y　los　monos　son

血s　favoritos，me　　　　tambien　los　elefantes　y　las　jirafas．

En　　　　todos　los　animales　del　jardin　zoologico　me　fasci－

nan．
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訳

　私は動物園　　　好きだ。それは　　　おもしろい。

いつもライオンと猿は　　　。ライオンは　　　歩き，

また同時に美しくて，堂々としている。猿は　　　だ。

猿は　　　行ったり来り，また面白いジェスチャーをす

る。ライオンと猿が好きだけれど，また象とキリンも

　　。　　　動物園の動物はどれもおもしろい。

　グループは隠された部分を作り上げるためのプロセス

を始めた。まずみんなで声を合わせて，ブランクのとこ

ろは「ブランク」と言いながら一一文ずつ読み，次にブラ

ンクに入りそうな言葉を考えていく。教師はこの子供の

出した意見を記録していく。次に挙げるのは最初の文に

ついての子供たちが出した3つの意見である。

で，遊ぶのが　　に，行くのが　　は，とても

　子供たちが意見を出すたびに，教師はその言葉を入れ

て文を読む。子供たちはその言葉がそのブランクにふさ

わしいかどうかを話し合う。話し合ってグループ全員が

良しとしたものだけ，教師は黒板に書いて行った。8つ

のブランクの言葉をすべて決めてから，4人は出来上

がった段落を一緒に読んで行く。彼等はもう一度黒板の

リストを見て，話し合う。この時点でいくつかのさらに

良い意見が選ばれていった。

　接語に関係していくつもの言葉が話し合われた。たと

えば，キャロルは動作を表わす単語をいくつも挙げ，そ

のほとんどが3番目のブランクに入ってもよさそうだっ

た。彼女は子供たちに言った，「大切なことは，お話し

というものはいつも，いつも，いつも内容の意味がわか

る，内容を持っているということなのよ。」このコメン

トを確かめるように，彼女は子供から出てきた意見を一

つ一つ尋ねていく。「これは意味になっている？」また

キャロルは，自分で読んでいて意味がわからない単語に

出会ったら，意味の通る違う単語に置き換えて読んでよ

いことを子供たちに話した。

　この穴埋め問題の活動は子供たちを言語と読みについ

て，また動物についての話し合いに引き込んだ。45分が

あっという問にすぎ，お昼の時間が来てこの活動は終り

となった。

　このセッションでは教師はいつもより，もっと指導色

を濃くしている。そのことによって読みの指導と実践に

対する彼女の哲学を我々は理解することができる。スペ

イン語の読みの手だてを学ばせるため，彼女はスペイン

語だけを話すグループをそのために集め，英語だけを話

す子は平行する活動を実習生が担当している。

　読みのプロセスについての彼女の指導とコメントは明

確である。だが彼女は子供たちにブランクに何の単語が

ふさわしいかを考えさせ，読みのプロセスに誘い込んで

いる。彼女は読みにおいては意味を成すことが重要であ

ること，またわからない単語に出合ったらブランクを埋

めるように，自分の知っている，そして意味の通るわか

る単語に置き換えてよいのだということ，言い替えれば，

うまい予想を立ててその予想を常にチェックしていくこ

とが意味をわかっていくことであるのをを強調している。

「意味になっている？」という質問は子供たちは聞き慣

れている。なぜなら，彼等が読む時に彼女がよく尋ねる

からである。畠動詞を示すことによって，子供たちが文章

をわかろうとするとき文法をどう使っているかに気づか

せている。

　グッドマン，ワトソン，ビュークによる「ミスキュー

目録」（1980）ではこのような指導を「手だてのレッス

ン」と呼んでいる。ある目的のためのグループで，また

は個人の経験を通して，読みに必要な手だてを作り出す

レッスンである。コントロールされていない本物の読み

物，自然な言語でのテキストでブランクを埋める時，そ

のフォーカスは特定の単語ではなく，手だて自体に置か

れるのである。このグループでの穴埋め問題の活動で，

子供たちは一緒に考えるので，意味をわかっていくと言

うことにフォーカスを置くことで，わからない語句を乗

り越えて読むことができると認識するのである。

総括

この本では，実際の読み手や書き手が実際の文面をわ

一124一



読みについて（8）

かろうとするという場面で，読み書きを検証してきた。

だからこそ，実際の教室の中での本物の教師がその学習

者に読み書きを教える場面をここに提示したのである。

教師が持っている知識がその教師の教え方を導き，また

学習者が行っていることの中にそれが反映されている。

それを見ていただきたかったので，学習者が経験してい・

ることと同時に，教師のはたしている役目『にも焦点を半．

てた。この章で紹介したのは実際の教室である。実際の

教室には，教師の繊細奪サポートを必要とする実に多様

な学習者がいる。ある子供は心身，情緒に障害を持って

いたり，ある子は学習に集中するのを妨げる障害を持っ

ているかもしれない。学習者の言語能力，読み書き能力，

経験，一文化，そして機能的な二一ズ≧いうものを作り上

げていくこと，これがここに登場した教師たちが信じる

全ての学習者の最大限の発達を保証する最善のそしてお

そらく唯一の方法なのである。

　これらの教師たちは洞察力のある児童観察者，キッド

、ウォッチャーである。彼等は幼稚園児の読み書きの中で

の動き．中学年の子供の読み書きに対する反発，スペイ

ン語使用者の初めての英語の読み書きの試みなどを正し、

く見つめて評価することができる。彼等は児童文学書に。

深い造詣を持ち，豊かな学級文庫をそろえ，必要とする

子供にふさわしい本をすぐに選び，必要な量のサポート

を提供する。彼等は自分の教室に責任を持っている。教

材を使うが教材に使われることはない。学校の中での時

間のすごしかたを，子供たちに学習に必要な読み書きの

時間を最大限に与えるために，その日，週ごと，月ごと，

年間と，自分でデザインする。それぞれの子供にふさわ

しいレベルでの子供たちの多様な興味や価値に常に答え

ている。教室の中は生き生きしており，そこにいるのが，

そしてそこで学習するのが楽しい場所であるる

　私は，読み書き指導の優れた教師になるにはスーパー

教師にならなくてはいけない，と提案しているのではな

い。教師という職業の専門に徹し，それに尽くさねばな

らないと言っているのである。読み書きの重要性を唱え

るのなら，読み書きのプロセス，どのように子供は効果

r
的 な読み手書き手になるのか，どのように子供は言語を

学び学習のためにそれをどのように用いるのか，という

ことを理解しなくてはならない。そしてどの子供も学習

を達成することができるように，子供たち一人一人を十

分に知っていかなくてはならないのである。

’
編
集
部 注

（1）本論文はKen　Goodman著“On　Reading”（Scholastic

　Canada　Ltd。発行，1996年）．（Dr部を翻訳したもので，

　本誌第44巻第3号123ページから続くものである。

（2）日本読書学会は，Ken　Goodman博士とScholastic

　Canada　Ltd．が翻訳掲載の許可を与えられた事に対し

　感謝の意を表する。

（3）この連載は今回をもって完結した。
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