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漢字の書体による熟知度の検討＊

　　　　　　　　　　　　奈良教育大学　今井 靖親＊＊

　本研究では，児童における漢字の熟知度が3つの書体

の違い，すなわち楷書体，行書体，草書体によって，い

かなる影響を受けるか，という問題を検討するが，漢字

の熟知度自体に関する実験的研究や理論的研究の紹介や

考察は，既に他のグループの研究報告で詳しくなされて

いるので，ここでは，まず字形と字体および書体の関連

性についてとりあげ，次に漢字における書体の成立と特

徴について述べることにする。

　個々の文字が実際に書かれたり，印刷されたりした時

に持つ幾何学的な図形を，我々は「字形」と呼んでいる

が，厳密に言えば，通常は全く同じ字形というものは存

在しない。それにもかかわらず，或る文字について，読

み手が同一の文字だと認識するのは，個々の字形の小さ

な違いを捨象して得られる，共通の抽象的な字形が存在

するからだと考えられる。これが「字体」である。つま

り，r字体」は，その字を成立させるのに必要な，点と

線の組み合わせ方であり，抽象的な概念である。

　これに対して，文字体系全体にわたって，その字形を1

特徴づける傾向をr書体」「という。例えば，筆写体と活

字体，ゴチック体とイタリック体，楷書体と草書体など

の間に見られる差異がそれである。すなわち，文字は字

体が或る書体をとって，字形として出現するものであ

る。

　なお・小学校の教科書ではr教科書体」といわれる筆．

写体に近い書体が用いられている。また，昭和52年度改

訂の小学校学習指導要領の学年別漢字配当表に示された　
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字形を特にr標準字体」と称することがある（北原他編

r日本文法事典」，1981；佐藤編r国語学研究事典」，1979）。

　次に，西田編「世界の文字」（1981）を参考にして，

漢字におけるさまざまな書体が成立した経緯について簡

単に述べておこう。

　秦の始皇帝によって，春秋戦国時代が統一されると，

文字統一の政策が推進され，共通の字形である「小豪」

が正しい字体とされた。

，一方で，各地で一般に実用文字として普及していた

「隷書」があった。これは築書を簡略化し，書写に便宜

なように変形した字体である。

　さらに漢代末期になると，隷書の上下文字の間，偏と

傍の筆勢がつながり，r般に「草書」と呼ばれる字形が

できあがった。しかし，この草書には標準形がなかった

から，漢末に字形を正し，筆画を平直にした，模範とす

べき字形が定められた。これが「楷書」である。いっぽ

う，r行書」は，楷書の書写における不便さと，草書の

判読の不便さを緩和するためにうくられた，草書と楷書

の間に介在する字形である。

　なお，1949年，中華人民共和国が成立して，標準語の

・推進，漢語の表音字化への進行とともに，漢字の簡体化

法案が公布され，漢字改革が進行している。今日の中国

では，筆画を少なくし，簡略化した漢字，つまり，簡化

漢字あるいは簡化字が，楷書に替って使用されている。

　さて，漢字の書体と熟知度とめ関連であるが，この問

題について，心理学的に検討した研究としては，ただ1

つ福沢（1976）をあげることができる。彼は小学校5年

』生の児童を対象に，明朝体と福沢自身の筆記体で書かれ

た漢宇を用いて，その熟知度を調べている。この調査で
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は，上記の2群間に，r＝・0．958という高い相関が認め

られたことから，r字体が熟知度に影響する」との結論

は得られなかった。

　なお，熟知度ではないが，芳賀・江川（1966）が，漢

字をタイプ印刷した場合と手書きにした場合とで．r有

意味度」に差があるか否かを調べている。しかし，この

研究においても，両群間に有意差は見い出されなかっ

た。これらの研究では，書体の類似度の高い材料が用い

られたために，予想したような差が生’じにくかったので

はないかと考えられる。

　そこで，本研究では，小学校の児童を対象に，楷書

体，行書体，草書体のちがいによって，漢字の熟知度が

どのように異なるかを，実験的に検討することにする。

方法

　実験計画　2（学年：2年生。6年生）×3（書体：

楷書，行書，草書）

　被験者　奈良県　北平群小学校2年生58名，6年生73

名計131名。

　材料①まず学年別漢字配当表における2年生配当の

学習漢字145文字の中からランダムに次の30文字を選ん

だ。

第28巻第3号

　秋，頭，行，思，顔，語，汽，草，国，組，心，算，

少，竹，父，茶，遠，鳴，計，晴，東，広，冬，古，

前，交，麦．用，曜．弱。

　②次に，この30文字について，吉田・日向（1979）の

「レタリング字典」より，楷書体，行書体，草書体の3

つずつの書体を選定した（合計90文字）。③図1－1，

1－2に例示したとおり，同一の文字，あるいは同一の

書体が連続して出現しないように配慮して，材料の配列

を決め，これらを5文字ずつ，RISO　TORAPEN－UP

TU－270を用いてフィルムに複写し，これを「セット

1」とした。さらに，rセット1」と逆の文字順序で配列

したrセット2」を作成した。④調査用紙実験の教示

や質問が印刷されており，個々の被験者が回答を記入す

るためのものである。

　手続き集団実験①2年生，6年生とも，被験者の

所属する2つの学級で，調査用紙を配布し，そこに書か

れている次の教示を読みあげ，調査の方法と回答の仕方

を説明した。

　　　　　　　　　　　　　　かんじ　　し　「これは，みなさんが，どのような漢字を知っている
　　しら　　　　　　　　　　　　　　がつこう　　せいせき　　　　かんけい

かを調べるものです。学校の成績には関係がありません

　　しよラビきこた
から正直に答えてください。知っている漢字のときは，

　“知っている”を○でかこんでください。知らない漢字

　1．

国、u

　草書

　1．

　行書

　2．

楷書

図1－1

　3．

行書

　4．

　草書

材料として用いられた文字の例（セット1）

　　　　　　　注番号は提示順序を示す

2．

楷書

図1－2

　3．

　行書

　　4．

　草書

材料として用いられた文宰の例（セット2）

　　　　一82一

　5．

楷書

　5

　楷書
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のときは，“知らない”を○でかこんでください。」

②次に、1つの学級にはセット1の，他の学級にはセ

ット2のフィルムの文字を，OHPを用いて，約100倍

に拡大してスクリーンに投射し．それについて“知って

いる”，“知らない”の2段階の評定をさせた。③続い

て，各被験者に，1か月の読書量と習字の経験の有無を

調査用紙に記入させた。調査項目は次のとおりである。

　　　　　　　　つき　　ほん　　なんさつ　　　　　　よ
　「1．あなたは，ひと月に本を何冊ぐらい読みますか。

つぎ　なか

次の中から，あてはまるものに○をつけてください。

　　（）　読まない。

　　（）　1冊から3冊ぐらい読む．

　　（）　4冊から8冊ぐらい読む。

　　（）　9冊より多く読む。

　　　　　　　　　　しゆうじ　なら
　2．あなたは学校のほかで習字を習っていますか。次

の中からあては．まるものに○をつけてください。

　　　　まえ　　（〉　前から習っている。

　　　　　　　　　　　いま　　（）　前は習っていたが，今は習っていない。

　　（）　今まで習づたことがない。」

　採点方法　各項目ごとに，“知っている”という項目

に○をつけていたら1点を与えた。90項目すべてを“知

っている”場合には，満点は90点となる。ただし，“知

っている”，“知らない”の両項目に○をつけた場合，あ

るいは両項目ともに○をつけていない場合には0．5点を

与えた。

実験期問　昭和57年11月13日～11月18日

結果と考察

表1には，学年別，書体別の平均得点と標準偏差を示

した。図2～図4は，これらを図示したものである。

表1をもとに，2（学年）×3（書体）の分散分析を

行ったところ，以下に述べるような結果が得られた。各

々の結果について簡単な考察を加えておく。

　（1）学年の主効果が，F（1，129）＝98．12，P＜．01

で有意であった。これは，書体の要因をこみにした場

合，2年生よりも．6年生のほうが漢字に対する熟知度が

高いことを示している。

　先に述べたように，本実験で用いた漢字は，すべて小

学校2年生配当のものである。したがって，楷書体に限

定しても，この中には調査を実施した2学期末の段階で

は，2年生の被験者には未習の漢字が含まれている6こ

表1 学年別・書体別の平均得点と標準偏差

・楷剖行書1草書・全体

得

点

90

60

30

0
6年生

図2　学年別の戌績

2年生

2年生
　M
［
S
D

126．52

　3．25

23．11

4．17

1　6．21

　4．、691
1

ε．61

【

6年生 M
S
D

29．72

1．43

27．99

｝
　 3．57

15」49
』
　 5．99

124．40

全　体 M 28．12 25．55 10．85

得

点

30

20

10

0

q

．楷書　　行書

図3　書体別の成績一

草書
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得

点

30

20

10

0
6年生2年生
く楷書体＞

6年生2年生
く行書体＞

　　　　　　　　　　　　　　　　図4

れに対して，6年生の被験者には，少なくとも楷書体に

関しては，すべてが既習の漢字であり，過去に同じ漢字

を読んだり，書いたりした経験も多い。行書体について

も同様に経験の差が生じたと言えるであろう。

　（2）次に，書体の主効果がF（2，258）＝1243．05，

P＜．01で有意であった。そこで，主効果の検定を行っ

たところ，楷書体と行書体の間，行書体と草書体の間に

有意差が認められた。これは，学年の要因をこみにした

場合には，楷書体の熟知度が最も高く，以下，行書体，

草書体の順であることを示している。

　表1，図2からわかるように，楷書体では全体で90％

以上，また，行書体でも80％以上の熟知度があることが

明らかになったが，草書体では，これが激減し，全体で

わずかに30％を超えたにすぎない。このように，本実験

によって，書体のちがいが漢字の熟知度に影響を及ぽす

ことが明らかにされたが，これは，日常生活における3

つの書体の使用頻度と，小学生自身における実際的な読

み・書ぎの経験とを考慮すれば，当然の結果と思われ

る。

　上述したように，芳賀・江川（1966）では，材料にタ

イプ印刷された漢字と，それを手書きしたものが使用さ

れ，また，福沢（1976）［では，明朝体と筆者自身による

筆記体が用いられた。こり点，本実験と比較して，上記

学年別・書体別の成績

6年生2年生

く草書体＞

の2つの実験では，初めから書体の類似度の高い材料が

用いられており，このために書体の差が漢字の有意味度

や熟知度を左右するまでには至らなかったのだと解釈さ

れよう。

　（3）本実験では，さらに学年と書体の交互作用が，

F（2，258）＝35．29，P＜．01で有意であった。そこで単

純効果の検定を行ったところ，学年の比較では，楷書，

行書，草書ともに，2年生よりも6年生のほうが有意に

得点が高かった（順に，t＝4・41，ガ＝・387，P＜・01；

t＝6．72，ガ＝387，P＜．01；tニ12．78，ガニ387，P＜．01）。

また，書体別の比較では．，2年生，6年生ともに，楷

書，行書，草書の間に有意な得点差が認められた（6年

生：楷書と行書の間t・＝3．48，ガ＝258，P＜．013行書

と草書の間t＝25．13，ガ＝258，P＜．01。2年生3楷

書と行書の間　t＝6．11，ガ＝258，P＜．013行書と草書

の間　t＝30．29，ガ・＝258，P＜．01）。

　以上のように，3つの書体のすべてにおいて有意な学

年の差が認められたが，その差は．楷書体，行書体，草書

体の順に大きくなっている。これは，漢字における行書

体や草書体は，6年生にとって決して熟知度㊨高い文字

だとは言えないが，2年生には，さらに熟知度の低い書

体である，という事実を示唆している。

　（4）次に，1か月間に本を「読まない」，「1～3冊

一84一
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読む」と答えた者をr読書量少群」，r4～8冊読む」，

「9冊以上読む」と答えた者を「読書量多群」とし，読

書量の多少と漢字についての熟知度との関係を調べてみ

たところ，表2に示したような結果が得られた。

　標本値の上では、，2年生，6年生とも読書量の多い児

童のほうが，読書量の少ない児童よりも得点が高いが，

　　　　　表2　読書量と漢字の熟知度

読書量少群

した場合には，漢字の熟知度にも明らかな差が生じてく

ると思われる。

要約

2年生

6年生

M
SD

M
SD

読書量多群

59．35

9．30

81．50

3．18

51．09

9．12

69．29

10．18

統計的な有意差は認められなかった。

　読書量の多い児童は、，少ない児童よりも文字に接する

頻度は高いが，それらは，通常ほとんどが楷書体で印刷

された文字であって，行書体，草書体のものは極めてまれ

である。したがって，読書量の多少は，直接的に漢字の

書体別の熟知度に反映されなかったのだと考えられる。

　（5）　さらに，現在，習字を習っている者と，これ

までに習ったことがない者とについて，やはり漢字の熟

知度との関係を調べてみたところ，表3に示すような結

果が得られた。ここでも標本値の上では，習字の経験の

ある者のほうが，そうでない者よりも少し高い成績を示

しているが，統計的な有意差は認められなかった。

　小学校2年生ではもちろん，6年生の段階において

も，習字と言えば，楷書が主であって，行書は習字塾な

どで個人的に指導される程度であり，まして草書を書く

ような機会は皆無に近い。恐らく，もっと上の年齢で，

本格的に書道を習っている者と，そうでない者とを比較

　　　　　　　　　　　　　　　表3

　本研究の目的は，児童における漢字の熟知度が書体の

違いによって影響を受けるか否かを検討するとともに，

読書量や習字の経験と漢字に対する熟知度との関係を調

べることであった。

　被験者は小学校の2年生と6年生，合計131名であっ

た。実験材料として，まず小学校2年生配当の学習漢字

からランダムに30文字が選ばれ，さらに，これらについ

て，楷書，行書，草書の3つの書体が選定された。これ

らの合計90文字はフィルムに複写され，被験者には，各

学級でOHPによってスクリーソ上に拡大して提示し，

調査用紙に知っているか否かの2段階評定で記入させ

た。また，同じ記録用紙に，1か月間の読書冊数と学校

外における習字の経験の有無を記入させた。

　主な結果は次のとおりであった。

　2年生，6年生とも，楷書，行書，草書の書体の違い

によって，漢字の熟知度に有意な差が認められた。6年

生はすべての書体において，2年生よりも高い熟知度を

示した。読書量と熟知度の間，習字の経験と熟知度の間

には，有意な関連は見い出せなかった。

　＜付記＞　本研究は，昭和58年度科学研究費：特定研

究（1）課題番号57123111r常用漢字の学習段階配当のため

の基礎的研究」（研究代表者国立国語研究所村石昭三）

の一環として，筑波大学　福沢周亮他7名の「熟知度研

究班」がまとめたr漢字の熟知度に関する研究」の一つ

である。関係者の了解を得て本誌に再録された。本研究

習字の経験と漢字の熟知度

圏字の経験・有り群 1習字の経験・無し群

　　　　M
2年生　　SD

　　　　M6年生
　　　　SD

55．99

9．97

74．29

7．21

55．47

10．78

71．19

13．04
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を行うにあたり，調査の計画，材料の作成，資料の整理

等については，奈良教育大学心理学専攻生の池本里美，

辻本后奈子，橋本佳和，的場弘子の皆さんに，また，調

査の実施の際には，奈良県・北平群小学校の桶本真也先

生をはじめ担任の先生方，児童の皆さんにご協力をいた

だいた。ここに記して心から感謝の意を表します。
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SUMMARY
　The　purposes　of　this　study　were　to　examine　the　effects

of　calligraphic　styles，the　amounts　of　reading　experience，

and　the　study　of　calligraphy　on　the　familiarity　of　Chi・

nese　chaτacters．

　Thirty　Chinese　characters，presented　in　three　callig。

raphic　styles，i．e．square，semlcursive　and　cursive，were

randomly　selected　from　the　characters　taught　in　the

second　grade3and　were　presented　to130second　and

sixth　grade　students．The　characters　were　printed　on

film　and　projected　on　a　screen　in　the　classroom．The

students　were　requested　to　circle“yes”on　the　answer

sheet　when　they　thought　the　character　was　familiar

and　to　circle“no”脚hen　it　was　u㎡amiliar．Then　they

reported　the　number　of　books　they　had　read　in　the

past　month　and　their　experience　in　studying　calligraphy

outside　of　schoo1．

　The　findings　were　as　follows：（1）significant　differ－

ences　in　the　familiarity　of　the　characters　for　the　three

calligraphic　styles　were　found　for　both　the　second　and

sixth　grade　samples；（2）the　sixth　graders　obtained

higher　familiarity　scores　than　the　second　graders　in　all

three　writing　styles　l　and（3）no　significant　variations

were　observed　in　the　students’familiarity　with　Chinese

characters，the　amount　of　reading　experience　and　their

experienc6in　studying　calligraphy．
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はじめに

　Makita（1968）の研究は，日本の読書不振児の出現率

が極めて低いこと（0．98％）を示し，各国の読書研究者

の注目を浴びてきた。読書不振児が5～10％を占めると

推定される欧米にあっては，Makitaの報告は確かに驚

異であった。この限りでは，わが国の読書教育は安泰で

あるかの印象を与えるが，他方で，わが国の読書教育学

の専門家は決して児童・生徒の読書能力に満足している

わけでない。では，この不整合はどこから生じているの

だろうか。専門家が単に一層高い水準を求めているだけ

なのだろうか。

　否，われわれはその答をStevenson　et　a1・（1982）の

衝撃的な調査結果に見出すことがでぎる。本稿では，そ

の調査結果を紹介し，コメントを加えるとともに今後の

わが国における読書教育学の課題を検討したい。

Ste▼en80n　et　al．の研究

　多種多様の言語・文化背景をもつ国々の間で，読書能

力の国際比較を行うには多くの困難を伴う。殊に，特定

の国に有利にならず，しかも比較が可能な普遍的読書テ

ストを作成するという難題がある。しかし，そのような

問題を十分に克服して，Stevenson，Stigler，Lucker，

Lee，Hsu，and　Kitamura（1982）の連合研究チームは，

初めて本格的で大掛りな国際比較を試みた。この研究で

は，日本と台湾とアメリカの小学5年生に対して読書力

＊No，Taro　can’t　read　either．

＊＊YAMADA，Jun（K㏄hi　University）

検査を実施し，実際にアメリカだけに読書不振児が多い

のかどうかが調査された。

　読書テスト作成に当っては，できるだけ中立的で共通

部分を多くすることが試みられている。各国の国語教科

書を参考にしながら，語彙，文章の読み方，文章の読解

の3部門が設定され，各部門で小学1年から6年レベル

のテストが作成された。すなわち，合計54種類（3か国

×3部門×6レベル）のテストが作成されたことにな

る。

　語彙部門では，小学1～3年レベルは3か国とも共通

の語を選び，それぞれの言語で表記してテストしてい

る。小学4～6年レベルでは，共通の語彙が少なくなら

ざるを得ず，頻度を考慮して各国の教科書の新出語を加

えている。文章については，さらに作成が困難になるよ

うであった。ひとつの文章を他の2か国語に翻訳すると

不自然になることが少なくないからである。そのため，

翻訳可能な文章では共通の文章を選び，そうでない場合

は，それぞれの国の学年レベルに基づいて独立に文章を

選んでいる。

　こうして作成された読書テストは，日本では仙台の

770名，台湾ではタイペイの932名，アメリカではミネア

ポリスの453名の小学5年生に実施された。なお，日本

と台湾の場合は平均的な小学校が選ばれているが，多民

族国家のアメリカでは，標準英語を母国語とする小学生

が対象となっている。この点で，アメリカの場合は全国

平均よりも若干高い児童が対象となっていると思われ

る。

　検査の手順は，まず小学5年レベルのテストを実施

し，75％の正答率をそのレベルの合格基準とした。そし
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図1　読解力の国際比較（Stevenson　et　al．，1982）

て，この基準に達した児童はさらに1学年上のレベルの

テストを，達しなかった児童はさらに1学年下のレベル

のテストを受けた。各学年とも75％が基準であるので，

小学4年レベルで75％に到達しなければ，小学3年レベ

ル，小学2年レベルヘと下がっていくことになる。

　さて，結果であるが，われわれを愕然とさせる。語

彙，読み方，読解の3部門ともほぽ同じような結果であ

ったので，読解部門だけを見てみよう。図1がその結果

である。

　図，1の横軸は正答率を，縦軸は児童数（％）を表して

いる。例えば，テストの平均値が62％の児童は日本が約

2％，アメリカが約1％，台湾が0％に近いという結果

である。図1を概観して言えることは，3か国とも大差

がないということである。

　つぎに，各学年レベルにおける75％の基準の未到達者

の率をまとめたのが表1である。

表1　各学年レベルの未到達者率（％）

　　　（Stevenson　et　aL，1982）

学年 日　本 台湾 アメリカ

5
4
3
2

56

24

8
2

31
12

2
1

46

33

3
0．5

表1では，日本の場合，56％の児童が小学5年レベル

の75％の基準に達していない。台湾では31％，アメリカ

では46％となっている。ここで，テストの難易度が3か

国間でやや不揃いであったことが示唆されるかもしれな

い。日本児用のテストが少し難しかったかもしれない。

だが，それを割引いても，小学3年レベルに達していな

い日本人児童が8％もいたという事実はショッキングで

ある。アメリカ人児童の場合はわずか3％である。

　読書不振の定義は様々であるが，Stevensonらは，実
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際の学年よりも2学年以下のレベルにある場合を“read・

ing　disable”としている。そうすると，アメリカの場合

は3％になる。前述したように，対象児の中に少数民族

を含んでいないため，3％はアメリカの全国平均を多少

下回る数値であると思われる。しかしながら，日本の8

％はMakita（1968）の0．95％とは比較にならないほど

高い数値となるばかりか，アメリカの3％をも上ってい

る。

なぜ読書不振児が見えなかったか

わが国にも欧米諸国と同程度の読書不振児がいた。に

もかかわらず，なぜこれが社会問題にならなかったのだ

ろうか。（Stevensonらは，中国や日本の専門家たちが自

国の読書不振児の存在に気づかなかったと述べている

が，これは必ずしも妥当な判断ではない。先に述べたよ

うに，専門家の間で読書不振の問題意識はあった。だが，

それは漠然としていて，一般社会人の耳に届かなかった

と言うべきであろう。）

Stevenson　et　al．（1982）はその理由としてつぎの5点

を指摘している。

　（1）中国語や日本語に“reading　disable”ンこ匹敵す

　る語がない。

　（2）西洋では個々人を有能・無能で区別するのに対

　し，東洋では能力がないのではなく，『本人の努力不

　足と見る傾向がある。

　（3）　学校における1学級当りの児童・生徒数が多

　　く，ひとりひとりの能力が捉えにくい。

　（4）児童・生徒は能力のいかんにかかわらず，自動

　的に進級していく。

　（5）一斉読みが多く，ひとりひとりの能力が捉えに

　　くい。

筆者は，これらのうち，（2）東洋の潜在能力観および

（4）自動的な進級制度が最も妥当な解釈であり，同時

にわれわれ日本人の盲点であったと考える。年功序列主

義に基づく自動的な進級制度は特に重大である。それは

学年間の比較を阻む。儒教精神が徐々に崩れゆく中で，

ただひとつ学年の厚い壁だけは微動だにしないようであ

る。教師も児童・生徒も1学年の重みを絶対的なものと

見なし，3年生は3年生として，5年生は5年生として

評価する。われわれは，4学年なら4学年の中だけで読

書能力を考えていた。4学年の下位レベルであれ，2学

年の上位レベルとは質的に何らかの形で異なり，何かし

ら優れた点があると考えがちであった。r読書遅滞」と

いうことばも当該学年の中で遅れているという意味に取

ろうとしていた。このような土壌の中で，4年生に2年

生レベルの読書検査を実施するという発想は生まれな

い。そのような風土の中に，学年間の比較（読書年齢の

同定）を拠り所とする“reading　disable”は入り込む余

地がなかったのである。

　また，英語の“disable”は「無能」とか「不具」を意

味する強いことばである。それに対して日本語の「不

振」やr遅滞」はむしろ柔らかいことばであり，日本の

土壌あるいは旧本人の心を反映していると言えよう。

　Stevenson　et　al．（1982）は言及していないが，（2）

と（4）に関連してもうひとつわが国には読書不振児を

覆い隠す要因があるように思われる。Stevensonらが当

該学年レベルとして正答率75％という高率を定めている

ことから示唆されるように，アメリカにおける読書能力

基準はかなり高いようである。日本の研究者であれば，

同じような調査をしても，恐らく40～50％を基準とする

のではなかろうか。考えてみれば，有能者と無能者を峻

別する傾向のアメリカにおいて高い基準を設けるのは当

然であろう。逆に，個人の能力をタブー視する傾向の東

洋において低い基準を設けるのも当然と言えよう。

　われわれは，以上のような背景の中で厳存する読書不

振児が見えなかった。そして今，改めてMakita（1968）

の驚異的な結果を見直そうとすると，直ちに調査の妥当

性が問題であることに気づく。その調査では小学校の教

師に「知能が普通であるにもかかわらず，読むことの学

習が特に困難な児童はクラスに何名いますか」というよ

うな質問をしている。基本的には，読書不振児の見えな

い教師を対象としたことが問題であろう。また，この質
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問で「特に困難」の基準は個々の教師によって異なるだ

ろうが，総じて低い基準が設定されていると思われる。

あるいは，知能がやや低く，読書能力がかなり低い児童

は読書不振に該当しないと判断されたかもしれない。さ

らに，この調査では学年間の比較が全くなされておら

ず，クラスの何％がどの学年レベルに昂るかが不明であ

った。

　したがって，Makitaの調査は，欧米とは異なる曖昧

な基準を設けて，欧米の研究者を驚かせたことになる。

恐るるに，そこには異文化間の誤解があったように思わ

れる。一

表記法と読書不振

　Makita（1968）の研究は，人々の関心を日本語表記の

特異性に向けさせた点でも高く評価されている。日本で

読書不振児が少ない理由として，仮名文字が音節と1対

1の対応をし，漢字が表意文字であることを挙げてい

る。この指摘は，複雑な正字法をもつ欧米の読書研究者

の関心をそそった。読書不振に悩む欧米の研究者にとっ

て，日本語の仮名と漢字が大きな魅力となったのは，当

然と言えば当然であろう。

　だが，r日本に読書不振なし」の神話が崩壊に瀕する

現在，読書不振と日本語表記の関係についても見直しが

必要となった。まず，音素，音節，形態素，語の階層を

見てみよう。それは図2のように表せる。

　　　　　　語　　（易）
　　　　　　〈
　　　　　形態素・形態素乞（やや難）

　　　　　〈
　　　音節、　音節ブ（やや易）

　　　〈
　　音素1音素κ（難）

　　　　　　図2　言語単位の階層
　　　　　　　（∫≧1，ブ≧1，ゐ≧1）

例えば，r読書」という語は「読」と「書」という2つ

の形態素から成り，r読」という形態素はrど」とrく」

という2つの音節（または，モーラ）から成り，「ど」と

いう音節は／d／と／o／という2つの音素から成る。・rテレ

ビ」という語は「テレビ」というひとつの形態素，rテ」

第28巻第3号

「レ」rビ」という3つの音節，／t／，／e／，／r／，／e／，／b／，／i／と

いう6つの音素から成る。英語の“television”という語

は，“tele”と“vision”という2つの形態素，“te1”“e”

“
v
i”“tion”という4つの音節，／t／，／e／，〃，／e／，／v／，／i／，

／3／，／e／，／n／，という9つの音素から成る。

　話しことばの中でこれらの言語単位を認知しようとす

る場合，語→音節→形態素→音素の順に認知が難しくな

るように思われる（図2）。それゆえに，読字学習の場

合もこれらに対応する文字の学習難易はほぼその順序に

一致する。・読字学習において文字形態の複雑さが大きな

要因でないことを示したSteinberg　and　Yamada（1978－

79）の研究はそれを示唆している。

　そうしてみると，日本語では概ね仮名文字は音節に，

漢字は語に対応するし，英語では概ねアルファベット文

字は音素に対応するので，日本語の読みの学習は英語の

場合よりもやさしいはずである。しかしながら，Steven－

son　et　aL（1982）は，日本児の読書能力が高くないこと

を示した。このパラドックスはつぎのように解釈すべき

であろう。

　日本語表記法は，読字学習初期には学習負担が少な

く，英語表記法は読字学習初期には学習負担が大きい。

けれども，学習が進むに伴い，その差は解消する。学習

の後期段階では，学習負担度はむしろ日英語逆転する可

能性すらある。なぜなら，概して日本語の場合は新しい

語の形態をひとつずつ新たに学習していかなければなら

ないのに対し，英語の場合はすでにかなり学習した正字

法規則を用いることができるからである。ただし，学習

相

対

的

た

難

易

度

、難

易

日本語

英語

小学1年　　2年　　　3年　　4年　　5年　　6年

図3　日英語の読書学習難易度の推移（想像図）
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　　　　問題にならない。問題なのは同じ学校内で，当該学年の

　　　　児童・生徒のうちその読書基準よりも1学年低い児童・

　　　　生徒が何％いるか，2学年低い児童・生徒が何％いるか

　　　　である。様々な学校で様々な読書検査を実施することが

　　　　強く望まれる。

　　　　　もうひとつは，今後，読書教育をどう行っていくかと

　　　　いう実践的な課題である。筆者は，拙著（1983）におい

　　　小学1年　　2年　　3年　　4年　　5年　　6年

　図4　日米の児童の読書能力の比較（想像図）

の後期段階では読書学習における語の学習の重みは徐々

に小さくなっていくので，日英語で逆転してもその差は

それほど大きくならないであろう。相対的な日英語の読

書学習の難易は図3のように想像される。

　そこで，ある時期の読書学習難易が児童の読書能力を

ほぽ反映すると仮定すると，日本児とアメリカ児の読書

能力は図44）ように変遷していくと思われる。

　Makita（1968）は，日本語表記法がやさしく読書学習

に適していると考えているようだが，それは学習初期段

階についてのみ正しい。Stevenson　et　al．（1982）は，日

本語も英語も読書学習の点で大差はないと考えている

が，それは学習の中期段階以降についてのみ当てはま

る。もしStevensonらが小学1～2年生を対象とした

日米比較をしていれば，日本児優位の結果が得られたで

あろう。

読書教育学の課題

　Stevensonらの研究は，われわれ日本人に新たな課題

を投げかけてきた。それは2つあるだろう。ひとつは

Stevensonらの結果を再確認することである。新しい視

点に立って，読書不振の実相を把捉しなければならな

い。そのためには，必ずしもアメリカ児との比較を行う

必要はない。同一小学校，中学校，高校をそれぞれ母集

団として，各学年で代表的な読解力テストを作成し，そ

れをStevensonらと同じような要領で全学年に実施すれ

ば，読書不振率が得られるであろう。地域差や学校差が

存在するのは当然であるが，それは，この場合ほとんど

て早期読書教育を主張した。だが，現実的には，幼児教

育は謎に包まれており，幼児教育の専門家たちの統一し

た見解を得るのは難しい。例をひとつ挙げると，r討論

幼児教育一文字と数は教えるべぎか』（1978）では，

早期教育派，どろんこ教育派，基礎体験派が印象に基づ

く様々な主張をしている。筆者は，どろんこ遊びを主に

した教育は子どもから書きことばを奪っていると思って

いるが，どろんこ派を納得させる証拠はない。ただ仮説

として，読書学習にも臨界期があって，その時期を逸し

た後で読書学習に力を入れてもあまり実効が上がらない

のではないかという疑問をもっている。その臨界期が7

～8歳あたりであるとすると，それ以前の読書学習経験

は極めて重要である。

　読書学習において，言語単位の過剰学習は非常に重要

である。理想論として0歳児から意味のある言語単位を

見せていけば，十分な過剰学習ができ，そのような言語

単位は無意識的に自動的に処理・理解されることになろ

う。それは，当然ながら，一瞥語（sightwords）の量

を増大させることに通じる。それは，ひいては速読の力

を増進させることになる。

　一方，早期読書教育とは別に，現在の読書不振児をど

うするかという問題がある。もし臨界期説が正しいので

あれば，できるだけ早い時期に適切な指導が必要であ

る。しかし，残念だが，わが国では読書不振児の矯正コ

ースや教材が開発されていない。例えば，小学3年の読

書不振児に小学1年用の国語教科書をそのまま用いるこ

とはできないのであるから，精神年齢に見合うように，

またその児童の不振領域をカバーするように，小学3年

用の文章を構文・語彙・語法等の観点から書き直したも
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のを用いるべきであろう。学年別の読書不振児の全貌を

明らかにすること，何が読め，何が読めないかを明らか

にすることがその前提となろう。

　また，図3で示した読書難易度が正しいのであれば，

読字学習のやさしい1～2年の時期に読書学習に最も大

きな精力が費やせるように豊富な教材を整え，読書教育

をカリキュラムの中心に据えるべきであろう。その基本

目標は，話しことばで理解できるテキストを，書きこと

ばでも理解できるようにすること，話しことばと書きこ

とばのギャップをできるだけ小さくすることである。い

ずれにせよ，具体的な教材を作成してゆくことが第一歩

であろう。

　太郎も読めなかった。わが国の読書教育は安泰ではな

い。本稿に対するご批判をいただければ幸いであるが，

加えて本稿がわが国の読書教育学研究の刺激剤になるこ

とを願う次第である。

第28巻第3号
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The　Science　of　Reading，Vo1．28，No．3（1984）

　　　　資料

　　　　　　　最近の到達度評価研究の動向について

国語科を中心に ＊

京都大学藤岡秀樹＊＊

1．　はじめに

　1975年に京都府教育委員会がr研究討議資料・到達度

評価への改善を進めるために』を刊行し，都道府県レベ

ルでは初の到達度評価研究が開始されて10年目をむかえ

ようとしている。それまでは，少数の国立大学付属校を

中心に教育評価研究において先進的な取り組みがなされ

ているにすぎなかったが，この京都府教委の研究討議資

料の刊行が，、全国的に大きなインパクトを与え，各地の．

学校で到達度評価研究に取り組むきっかけとなったとい

っても過言ではないだろう。また，この10年間で到達度

評価を取り扱った出版物も数多く刊行されるようにな

り，1983年には全国到達度評価研究会が発足した。

　日本での到達度評価研究をまとめると，①授業改善を

めざす取り組み，②教育評価の改善をめざす取り組み，

③到達度評価に基づくテスト作成一の3つがあげられ

よう。この内，到達度評価研究の中心は①と②であると

いえる。①については，一斉授業の問題点を解決するた

めの，生徒個人の適性にみあった授業方法（ATI）の研

究やr落ちこぽれ」を克服するための完全習得学習

（maStery　leaming）の導入，到達目標作りなどが，②に

ついては，通知票の改善や「関心・態度」の評価方法の

研究などがあげられる。一方，③のテスト作成に関して

は、，1980年代になって標準化された到達度評価テストが

刊行されるようになったが，テスト理論や測定論的アプ

ローチは，欧米に比べてきわめて遅れているといえる状

態で海る9

　既に，r読書科学』誌において，岡本（1981）によって

到達学習と到達度評価の展望がなされている。本稿で

は，岡本論文を継承・発展させる形で最近の到達度評価

研究について，①到達度評価テストについて，②京都府

における国語科の到達度評価研究一の2点について論

じることにしたい。

2．　到達度評価テストの特徴について

＊R㏄ent　studies　on　criterion－reference（1measurement

　in　Japan：Focus血g　on　Japanese　language　a1比s．

＊＊FUJIO恥，Hideki（Univ“r＄ity　of　kyoto）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｝・93｝・

（1）到達度評価テストと相対評価テストの比較

　欧米での到達度評価テストの研究は，1970年代に入り

統計学的・測定論的立場からのアプローチが急速に深ま

った。心理学関係の主要論文の要旨を掲載したPsycho・

logical　Abstracts誌には，1982年になって，キーワードと

して到達度評価テストを意味する　Criterion－Referenced

Testが登場し，1年間で約30本程の論文が紹介されて

いる。掲載論文の多くは，Educational　and　Psychological

Measurement誌やJoumal　of　Educational　Measurement

誌が中心であり，到達基準の設定の手法の比較，信頼性

や妥当性などの測定論的研究が多い。

　一方，日本ではこの種の研究は非常に少なく，欧米の

研究を体系的にまとめた橋本（1981，1983b）の研究が

あるにすぎない。

　では，到達度評価テスト（Criterion－Referenced　Test；

以下CRT．．．と略す）と従来の相対評価テスト、（Nqr卑r



　　　　　　　　　　　　　読書科学
Referenced　Test　l以下NRTと略す）の比較を行なう

ことぴこしよう。

CRTは，目標準拠テストとも呼ばれ，NRTは集団

準拠テストとも呼ばれる。ここで，CriteriOnとnOrmに

ついて説明する必要がある。criteri・nは，到達度評価．

相対評価共通に何を評価すべきかといった目標や行動の

　　　　　
質的規準を示すのに対して，normは，相対評価の場合

　　　　　　　　　　　　　　ののその達成や発達の程度を示す量的基準を示すものであ

　　　　　　　　　　　　　る。到達度評価の場合の量的基準を示す語としては，

tandardがある。この三者の関係を示したものが表1で

第28巻第3号

ある。

橋本（1983a）に，criterionを示す場合にはr規準」，

normとstandardを示す場合には「基準」の語を使い，

量的基準の内，standardとnomを区別する時には，前

者を「到達基準」またはr達成基準」とし，後者をr集

団基準」という様に修飾語を付けることを提唱してい

る。

　次にCRTとNRTの比較を示した表2を基に説明を

加えていくことにしよう。

　㈹目的と測定観について

表1　criterion，norm，standar“の関係

相　対　評　価

到達度評価

質的規準（目標や行動）

criterion

量的基準（難藻菱）

norm

standard

表2　CRTとNRTの特徴

CRT NRT

目　　　的

個人が測定内容に基づいた基準に関して，それ

甲ができたか否かを判定　　判定を通して個人に

次にどの様なr処方」（治療・指導）を与えた

らよいかを決定する

集団の中から何人かを選抜

個人を一定の集団の中で相対的に評価

測　　定　　観 教育測定的（edumetric） 心理測定的（psychometric）

基準の設定
事前に総合的判断に基づいて目標の到達基準

（standard）を観点別に設定

標準化後に統計的操作によって集団基準

（nom）を設定

得点分布
正規分布を前提としない

（得点が高い方へ凝集） 正規分布

i
テ スト項目

’
到
達 目標を質的にも量的にも代表する項目を選

定
得点の変動性（分散）を考える必要なし

i通過率50～60％の項目を選び，得点の変動性

（分散）を大きくし，個人差が明確にあらわ

れるようにする

教科書との
対応　関　係

個々の教科書または教科書群別に準拠 各教科書に共通した項目

妥　　当　　性
『
内
容 的妥当性，機能的妥当性を重視 予測的妥当性を重視

信　　頼　　性 ジャッジによる判断　一致度係数
一
相
関
係 数法などを用いる

、知解との相関 低　　　　い 高　　　　い

、テスト時間 ．きびしくは制限しない きびしく制限
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　従来のNRTは，能力の個人差を明らかにすること

を目的（差異心理学に立脚）としたテストであり，個人

の相対的位置（例えば偏差値）を把握することをねらい

としている。一方，CRTは，一定の計画された教授法

（指導法）によって得られた結果が，教育目標や目標領

域を一定水準以上（時には完全に）到達（習得）してい

るかどうかを測ることが目的である。CRTの結果か

ら，どの領域（観点）でつまずいているのかを明らかに

し，治療教育や指導の仕方を導き出す手がかりを得よう

とするものである。測定的視点は副次的なものとなり，

教師の学習指導の改善へつながるところから，教育測定

的（edumetric）と呼ばれる測定観に立脚する。

　⑧基準の設定

　NRTは標準化終了後統計的操作によりnomが設定

されるが，CRTではテスト作成前に目標の到達水準を

領域（観点）別に設定する。領域別に目標具体化表を作

成し，その全体を代表するサンプルを選択し，一つ一つ

領域ごとに生徒の目標到達度（達成度）を判定するため

の到達基準（st㎝dard）を事前に設定する。

　（c）得点分布

　NRTの得点は正規分布になるが，CRTの得点は、高

得点に凝集した分布状態を示す（図1参照）。また，

Bloomらの提唱する完全習得学習の視点からCRTを

とらえれば，図2の様になる。教授（指導）前は大多数

の生徒が答えられないが，教授後は大多数の生徒がほと

んど正答に近い得点を得るようになる。

⑨テスト項目

　NRTでは通過率50－60％の項目を選び，上位下位分

析によって弁別力の高い項目を抜き出す。上位群も下位

群も同程度の通過率を示す項目は弁別力がなく，上位群

の通過率が高く，下位群の通過率が低い項目が弁別力が

ある良問ということになる。一方，CRTでは到達目標

を質的にも量的にも代表する項目が選定されるが，得点

分布範囲は小さくてよい。基礎的項目では90％以上の生

徒が正解を得る設問が含まれていてもかまわない。

　（E）教科書との対応関係

　NRTでは，全ての教科書に共通に作成され，単一尺

度として全国比較などが行なわれた。CRTでは，問題

が指導された内容や目標に対応していることが重要であ

るので，使用された教科書に準拠して作成されねばなら

ない。転移性や発展性の学力をとらえる観点からは．，2

－3の教科書群別にCRTを作成するのが望ましい。

　（F）妥当性

　妥当性とは，テストが目的とする測定対象をどの程度

測定しているかを示す概念である。NRTでは，予測的

妥当性（predictive　validity）が重視される。予測的妥当

性とは，あるテストが生徒の将来の成績（業績）をどの

程度的確に予測でぎるかを示し，両者の相関によって求

められる。一方，CRTは．，内容的妥当性（content　val－

idity）と機能的妥当性（functional　validity）カミ重視され

る。前者は，テストに含まれている問題が，測定しよう

とする内容・目標の領域をどれだけ見事に代表（抽出）

人

数

N　R　T

　　＼

C　R　T

　　＼

人

数
教授前　　教授後

〆　　＼

得点

図1』CRTとNRTの得点分布

得点

図2　教授前と教授後のCRT得点分布
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しているかに関する妥当性である。後者は，CRTが，

例えば個々の生徒の到達度の判定や一定のカリキュラム

の効果の判定などの初期の目的や機能を正しく果たすこ

とがでぎるかどうかといった妥当性である。類似の概念

としてカリキュラム妥当性がある。

　（G）信頼性

　信頼性とは，テストの測定値が測定対象をどれだけ正

確に測っているかを示す概念である。NRTではテスト

得点の分散が大きいことより，相関係数を用いて信頼性

係数を算出している（折半法，再検査法など）。CRTでは

得点の分散が小さいので，一般に相関係数は用いられ

ず，一致度係数やジャッジの判断に基づいて信頼性が検

討される。

　㈱知能との相関

　知能検査も相対評価で示されるものであり，NRTと

の相関は．6一．7程度の高い値が得られる。CRTの場合，

テストの得点分散が小さく，天井効果を示すので，知能

との相関は低くなる。

　（1）テスト時間

　CRTでは，時間不足で問題に着手できなかったとい

　　　　　　　　　　　　　　i表3

第28巻第3号

う事態を防ぐために，十分なテスト時間を設定してい

る。NRTに比べて相対的に問題量が少なく，若干の時

間延長も認めているテストが多い。

　（2）標準化到達度評価テストについて

　アメリカでは1960年代以降，最少限能力テスト（mini－

mum　competency　test）運動の拡がりに伴い，読み・書

ぎ・算数といった基礎スキルを調べるためのCRTが多

数作成された。

　一方，日本ではCRTの開発は遅く，橋本ら（1981）

による教研式CRTが最初の標準化CRTである。現在

数種類のCRTが刊行されているが，結果の表示にNRT

の様に偏差値を併用したり，教科書（群）別に作成され

ていないものもある。（註1）金井（1983）は，CRTとし

て作成されたものをNRTとして用いられる場合の問題

点として，妥当性の低下や正規分布型でない得点分布を

偏差値や標準尺度に変換することの無意味さをあげてい

る。知能との相関をみる場合には，当然NRTを利用す

べきであり，CRTとNRTの役割分担を認識し，利用

目的にかなった使用を行なうことが大切である。

　現行のCRTは，学年末に実施する45分程度の総括的

教師評定による観察票（国語科）

観 点

表現の能力
話　　　　　　す

理解の能力
聞　　　　　　く

書 写

国語に対する
関　　心・態』H’度一

評定項目（到達目標）

1
2
3
4

考えをまとめ，話の中心をはっきりさせて話すことができる

自分の考えに理由をつけて，話すことができる

まとまりごとに区切りをつけて話すことができる

話題を豊かにして話すことができる

1
2
3
4

話の要点をまとめながら，全体を見通して聞き取ることができる

考えや意見の違いを聞き取り，自分の考えや意見をもつことができる

話し手，聞き手のうけこたえによって，話の内容を確かめることができる

話し手の気持ちを考えながら聞くことができる

1
2
3
4

文字の字形を考えて，整えて書くことができる

文字の各部分の特徴をとらえ，形を整えて書くことができる

文字の大きさや配列に注意して書くことができる

見たり，聞いたり，読んだりしながら，簡単なメモをとることができる

　1　内容を整理しながら書き，事象の見方・考え方を確かめようとする

名　適切な大きさの声で，なごやかに話そうとする

、＿3’』、且的をもって読書し，読書範囲を広げようとする

　4　話の内容や話し手の気持ちを確かめながら聞こうとする

（教研式CRT－II小学校4年用より）
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評価テストである。標準化CRTとしては，もう少しテ

ストアイテムを増やし（時間も延長），各学期末段階の

テストまで開発することが望まれる。

　次に国語科のCRTの内容について，教研式CRTを

例にとって述べよう。小学校用の場合，ぺ一パーテスト

では，r言語に関する知識・理解」，r表現1の能力（作

文）」，r理解の能力（読む）」の3観点が測定され，r関

心・態度」，r表現の能力（話す）」，r理解の能力（聞

く）」，r書写」の4観点は教師の観察票によっている（表

参照）。中学校用では，r関心・態度」は生徒の自己評価

によって測定している。「関心・態度」といった情意的

領域に属する観点の評価は，ぺ一パーテストでは計測が

極めて難しい。生徒の自己評定の場合，社会的望ましさ

の高い反応への意識的・無意識的歪曲が生じやすいの

で，結果の分析にはその点を考慮する必要がある。教師

の観察による評定の場合では，光背効果（halo　effect）

の影響に注意せねばならず，生徒相互の評定（例えばゲ

スフーテストを利用）を併せて活用すべきである。r関

心・態度」を中心とした情意的領域の評価方法について

は，まだ研究が十分に進められていず，今後の研究の進

展に期待するところが多い。

（3）到達度評価テストを用いた学業不振の診断

従来のNRTを用いた学業不振児（アンダーアチーパ

ー）の診断法は，成就値や修正成就値（註2）が用いら

れ，知能に比べて学力が相対的に劣る生徒が学業不振児

　　　　　　　　　　　　　　　と判定された。いわば，相対的学業不振であり，極端な

場合，知能がかなり低ければ，学力が平均以下のレベル

　　　　　　　　　　　表4

であっても学業均衡児，まれには学業進捗児と判定され

ることもみられた。

一方，CRTでは知能との関連を考える必要はなく，

「知識」・r理解」・r技能」などの基礎的学力において

は，7割以上「未到達」の生徒を学業不振児と判定する

ことが妥当であろう。相対的に高度なr思考」・r判断」

などの発展的・応用的学力においては，判定の基準を緩

和すべきであり，学期末の総括的評価の場合と小単元終

了時の形成的評価の場合では，判定基準が変わることは

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　言うまでもない。CRTを用いた場合は，絶対的学業不

振と呼べるだろう。学業不振児を判定するだけではな

く，CRTの結果から，どこで，どのようなつまずき方

をしているか分析を行ない，治療教育や指導の手だてを

講じることは自明である。

3．京都府における到達度評価研究

京都府における到達度評価研究は．10年目をむかえ，多

くの出版物が刊行されている。研究成果の中で総論的な

ものとしては，京都府教育委員会や京都府教育研究所の

資料や佐々木ら（1979），高木（1981）の著作がある。

本稿では，国語科を中心にこれまでの到達点について紹

介を試みたい。

（1）　国語科の目標と教科構造

京都府教育研究所（1977）は，表4の様な国語科の目

標を設定している。1一3が学力の形成（認知・技能領

域）の目標であり，4と5が狭義の人格形成（情意領

域）の目標である。学力形成と人格形成の両面を明確に

国語科の目標（京都府教育研究所，1977）

国語科教育による人格の形成
学　　力 の　　形　　成

1　言語（日本語）についての基礎的な知識を系統的

　に身につけること

2　言語作品（文章・話）の理解力と表現力を高める

　こと
3　国語（言語・言語作品）の学習を通して，認識能

　力（思考力など）を高めること

人 格 の 形 成

4

5

（現実についての認識を深め）正しく豊かなものの

見方・考え方・感じ方などを養うこと

国語についての興味や関心を深め，文化遺産として

の国語を継承し，創造しようとする態度を養うこと，
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　　　　　　　　　読書科学　第28巻第3号
区別しながら．統一・融合した形で追求し，両面の混同　　導」的偏向や技能主義的偏向など）に陥らないようにす

（例えばr態度」を学力とみなし，主要な目標と考える　　ることが大切である，と述べている。1－3が到達度評

こξ）や，一面的な強調（作文教育における「生活指　　価の評価対象であり，4と5を通して形成される人格は

　　　　　　　　　表5　国語科の領域（京都府の場合）

　　　　京都府教委r資料」　　　　　　　　　　　　　　　　　　三分野説による実践案

聞
　
く
　
・
　
話
　
す

聞
く
・
話
す

態　　度　　・　　習　　慣

文
学
教
育

こ　と　ば　、　語　い

聞　　　　　き　　　　方 1表　　　現　　　読　　　み、

話　　　　　し　　　　方　 ことカ‘ら、場面読み・（禧麟見）

話　　　し　　　あ　　　い 心理・想像（間接表現》

内　　　　　　　　　　容 展開、主題、思想表現

こ
と
ぱ

発　　　　　　　　　　音

畠作

・文教

育

取　　　　　　　　　　材

敬　　　　　　　　　　語 構　　　　　　　　　　想一

共　通　語　、　方　言「 記　　　　　　　　　　　述

読
　
　
　
　
　
む

読
　
　
　
む

、音　　読　　・・　　黙　　読 』推　　　　　　　　　　考

主　　題　　・　　要　　旨 内容（ものの見方、考え方）　1

語　　　　　　　　　　句 鑑　　　　　　　　　　賞異

読　　　　　　　　　　書 、

一
百
語
ろ
教
育

’青口

韮
ロ
ロ

発　　音　　・　音　　声

；子　ひらがな、かたかな、

漢字　・一マ字）

こ
と
ぱ

漢　　　　　　　　　　字

語　－ 表記‘送りがた、句読点）

文　　　・　　文ド　章
文・文法‘品詞、文章）　1

作
文

取　　　　　　　　　　材 語　い　、　こ　と　ば

構　　　　　　　　　　想
ム喜

明
ことがら、段落、要旨「‘

記　　　　　　　　　　述
τ　　』 理 展開、　論理、　主題

推　　　　　　　　　　考
、書

内容（ものの見方、考え方）
書
字

筆順、　字形、　配列

こ
と
ぱ

かなづかい送りがな活用一 筆　　　づ　　　か　　　い

漢　　　　　　　　　　字

符　　　　号　　　　等 態
慶

，意　　　　　　　　　　欲
．く

』
書

筆　　　　　　　　　　順 一態　　　　　　　　　　度

字　　　形　　　と　「　酉己　　　岨

点　　　　　　　　　』画 1
一

自分の意志をいえる
：写、

筆　　　づ　　一か　　　い
1　　　　　響

順序よくはつきりいえる

人の意見を聞ける，

（京都府教育研究所，1975）

一9＆一一



最近の到達度評価研究の動向について

表6　国語科の領域（田近案）

ニロ

語

活

動

口
訊口口

聞　 く

生活言語の教育

（言語生活教育）

話す1
読　む

書　 く

論理言語の教育

（論理言語教育）

文学言語の教育

（文学教育）

音声・文字・語彙・文法・文体・その他

学力を確実につ

けるための筋遭 園匝ヨ 評価を具体化し

ていく筋道

（11

教科・学年の目

標，教科の内容、

・と構造

目
標
分
．
析
へ
1
）

・教科・学年の

（8）

　学年末
■■●o■■●■●■o●◎■o●o●●q

次学年に学力の

実態を把握して

引継ぐための総

括的評価

到達目標

（2
基本的指導事項

の確認 目
標
分
析
曾
）

基本的指導事項

についでの

到達目標
（7》

基本的指導事項

を単位とした授

業の終了時点
■o●●●●o●●■o■●●■●●■●．．

．基本的指導事項

についての巨標

到達度をみる総

括的評価

（3》

基本的指導事項

ごとの到達目標

の明確化

（4》 適切な教材計画
目
標
分
析
（
皿
）

（61

授業過程の，
個々の教材のね・

151

授業の筋道を明

らかにした授業一

展開計画

達成目　標

授業過程
●o　q●o●●，■●・．．●■●響r・o●

らいへの達成を

確認するための

形成的評価

図3　京都府におけるr到達度評価」の基本的筋遭
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　　　　　　　　　　　　　　　　読書科学

方向目標として設定・指導するが，到達度評価の対象と

しては評価できないものであり，またすべきではないも

のと考えられている。

　これに対して，田近（1979）は，言語感覚や言語活動

における心情や意識に関する情意面の育成をも方向目標

としてではなく，到達目標として明確にしていく努力が

基本的に必要であると述べている。

　次に，国語科の教科構造について論じよう。京都で

は，1960年代初頭に当時の文部省指導要領のr読む」・

「書く」・r聞く」・r話す」の4領域による規定に対する

批判として，教育現場サイドから国語科三分野説が提起

された。これは，文学教育・作文教育・言語教育の3領

域からとらえる立場である。京都府教育委員会（1975）

の資料と三分野説での実践案をまとめたのが表5であ

る。三分野説以外にも府教委資料を基にして，山城国語

研や丹後国語研などの教科構造案が発表されている。

　田近（1979）は，三分野説の問題点として，文学教育

と作文教育と言語教育とはレベルが違う範疇に属するも

のであるのに，それを並列して三つの分野としたことを

あげて批判している。彼は，言語と言語活動に二分し，

言語生活教育・論理言語教育・文学教育といった言語の

働きとr読む」・r書く」・r聞く」・r話す」といった活動

の4領域の両面からとらえることを提起している（奉

6）。

　（2）　目標分析について

　京都府では，，目標分析について3つのレベルを設定

し，評価方法や学力を確実につけるための筋道について

のモデルを提起している（図3）。

　目標分析1は，r何のために，何を」のレベルであり，

教科・学年レベルにおける目標を明確化するものであ

る。

　目標分析丑は，r何を，どこまで」のレベルであり，

基本的指導事項を確認し，その到達目標を設定するもの

である。学力保障の観点から，抽象的教科目標を基本的

指導事項単位に明確に位置づける必要がある。

　目標分析皿は，r誰に，どのようにして」のレベル，で

第28巻第3号

あり，基本的指導事項の到達目標を教材計画・授業過程

レベルでどのように具体化するかに関するものである。

教師の主体性，力量を十分に生かし，生徒の実態や学校

の事情を考慮し，教材や教育機器，指導法の検討も必要

となる。また，生徒の認識過程（国語科では，①直観

的，②分析・総合，③理解，④現実的）を重視した目標

分析が行なわれるのである。

　ここで，国語科の認識過程について論じよう。京都府

教育研究所（1977）によれば，直観的認識の段階では，

生徒の以前の経験・観察や自分がもっている概念や表象

をよりどころにして，対象（言語・言語作品）を直観的

に把握させる。説明文・文学の領域では，学習活動の例

として音読，第一次感想，疑問点・問題点の指摘などが

ある。分析・総合の段階では，生徒に比較・分析・総合

などの思考活動により，対象の本質を追求させる。説明

文・文学の例では，説明・問答・話し合いや事象・形象

の読みとりと展開・構成の追求がある。分析・総合とな

らんで本質的認識と考えられる理解の段階では，思考の

結果を一般化させることにより対象の本質を理解（表

現）させ，総括させる。説明文・文学の例では，②と共

，通に加えて要約・主題・思想の把握や表現読みが付加す

る。現実的認識の段階では，対象から学びとったことを

現実（内面）と結合させ，実践に応用する練習や評価・

批判をさせたりする。説明文・文学の例では，第二次感

想や調査・研究・読書などで，深化学習に値する。

　目標分析や到達目標作成に関しては，Piagetらの発達

心理学の知見に依拠した教育階梯に適したものを作るこ

とが重要である。

　次に，学力の基本性と発展性について論じよう。学力

の基本性とは，全ての生徒に確実に習得させるべき目標

であり，その学年において全ての者に共通に保障すべき

学力である（高木，1981）。発展性については，京都府

教育研究所（1978）によれば，国語科では①正確性，②

総合力，③定着力，の3つに分かれるとされている。発

展性の態様についてまとめたのが，表7である。領域に

．よっては評価方法が異なり，ぺ一パーテストだけではな
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表7　国語科における学力の発展性

発展性
の態様

正確性

総合力

定着力

定　義　の　試　み

授業で習得した一つの基本的

指導事項に関する知識や能力

を，正確に使用することがで

きる状態。

授業で習得した二つ以上の基

本的指導事項，または内容区

分全体に関する知識や能力を

総合的に使用することのでき

る状態。

授業で習得した一つの基本的

指導事項（内容区分）に関す

る知識や能力が，一定期間後

においても持ち続けられ，必

要な時に使用することができ

る状態。

確認の
時　 期

単元終了

時　点

単元終了

時　点

（学期末）

学年末

確認の
範　 囲

基本的指導

事項ごとに

確認する。

内容区分

ごとに確

認する。

原則として

基本的指導

事項ごとに

確認する。

確認の方法（例）

単元（教材）の目標を評

価基準としたテスト問題

（自由記述をふくむ）が

正確に全部，解答できた

時など。

単元（教材）の目標（総

合力）を達した作品や感

想文を作ることができた

時など。

単元（教材）の目標（総

合力）を評価基準とした

二つ以上の基本的指導事

項，または内容区分全体

に関する総合的な問題が

解答できた時など。

単元（教材）の目標を評

価基準としたテスト問題

が，単元終了後一定期間

を経たのちにおいて，解

答できた時など。

関係する
内容区分
「言語」

「説明文」

r文学」

など

r書写」

「話しことば」

「作文」

「説明文」

「文学」

「説明文」

r文学」

など

「言語」

など

く，レポートや作品なども評価の対象になるであろう。

（3）　芸術教育と到達度評価

最後に，芸術教育（国語科においては文学教育などが

該当）と到達度評価の問題について論じよう。京都府に

おいても，音楽科や美術科，文学教育などにおいて到達

度評価の研究を進めるのに様々な疑問が出された。その

最大の疑問は．，水川（1979）によれば，r芸術教育の目

的は芸術体験による豊かな人格形成にあるが，到達度評

価は知識・技能などの形成を偏重する」というものであ

った。芸術教育の目的として人格（情意）形成だけを考

える見解の誤りとして，水川は①学校教育と学校外教

育，教科教育と教科外教育の役割の違いを明確にせず，

未分化のまま芸術教育一般を論じていること，②芸術教

育による人格形成の力を過大視し，芸術教育，それも一

教科や一領域だけで人格形成の全てを担うように考える

傾向があること，③科学教育を既成の価値体系を外から

与えていく知識教科であるととらえ，必ず詰め込みに陥

るかの様に考える傾向があること一の3点をあげてい

る。

②については，国語科での文学教育の位置づけが，

r読むこと」に含まれていて，技能主義や道徳主義への

傾斜もみられることに対する反発として，人格形成（訓

育）的意義だけが強調される傾向があった。特に生活綴

方教育や文学（文芸）教育の実践に力を入れてきた教師

の到達度評価への抵抗がみられるのも，その様な理由に

よるものと思われる。このことは，態度主義をめぐる近

年の学力論争とも関係があるだろう。

国語科での芸術教育において，文学教育や作文教育で
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　　　　　　　　　　　　　　　読書科学

の評価が主観主義的なものにならぬ様に努めるととも

に，1その評価法についての研究の推進が急務である。生

徒の感動的な文学・作文体験を通して，認知・技能領域

に属する文学作品の理解力・鑑賞力，文章の表現力を系

統的に身につけることによって，人格形成を行なうこと

が重要である。

4．おわりに

　本稿では，到達度評価テストと京都府での到達度評価

研究について論じた。最後に今後の研究課題や残された

問題について述べよう。

　到達度評価テストに関しては．，標準化テストが活用さ

れつつあるが，読書力検査との関係をみた研究はまだみ

られない。両者の関係は密接であるが，CRTでr未到達」

とされた領域と読書力検査の下位項目との関係，両者の

・成績のずれの大きな生徒の分析などが，今後の課題であ

ろう。また，到達度評価テストのアイテムジャFッジや到

達基準の設定などについて，測定論的立場からの研究が

望まれよう。

　次に，国語科の到達度評価研究について述べよう。水

川（1979）は，到達度評価を考える際にE1’koninのい

う認識一操作の系と感情一意欲の系との対応関係を援用

することを提起している。r関心・態度」などの情意的領

域の評価の研究は，認知・技能領域に比べて遅れている

が，発達心理学や教育心理学の知見を積極的に導入すべ

きであろう。京都府での実践研究については，紙幅の都

合上，触れられなかったが，r京都の国語教育・到達度評

価の実践」編集委（1978）や塩尻（1978），水川（1981）

等が参考になると思われる。r落ちこぼれ」の問題が顕

在化されているが，到達度評価に基づく診断，治療教

育，指導がそれを克服する重要な手段であるといえよ

う。到達度評価研究を進めるにあたっては，教師，教育

学者，教育心理学者の一層の協力体制が望まれるもので

ある。

第28巻第3号

註

註1

　標準化到達度評価テストの内，教科書（群）別に作成

されたものは，橋本ら（1981）の教研式CRTと村越ら

（1983）の標研式CDTの2種である。

註2

成就値＝学力偏差値一知能偏差値，修正成就値二学力

偏差値一学力期待値，で求められる。ただし，学力期待

値＝r×（ISS－50）＋50〔r　l知能と学力の相関係数，ISSl

知能偏差値〕一般に一7以下を学業不振と判定するが，

成就値では高知能の生徒ほど学業不振と判定されやすい

ので，現在では修正成就値を用いることが多い。
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リテラシーに関する文献研究＊

筑波大学倉沢寿之＊＊

　数十億年に亘る地球の歴史に比較すれば，極めて短い

期間に過ぎない数万年の間に，人間は実に高度の文明を

築いてきた。しかもその発展の速度は近年正に加速度的

上昇を遂げ，日進月歩の時代から秒進分歩の時代に入っ

たなどとも言われている。一体，この様に高度な文明を

人間が持ち得たのはどんな要因に依るものであろうか。

多くの人は先ず人類の持つ偉大な英知を指摘するであろ

う。スペースシャトルがもたらした夢と同時に環境汚染

や核戦争の脅威も話題となっている昨今では，人類の英

知云々と言うのは人間を少々買いかぶった，時代遅れの

言い方なのかも知れない。しかし，良しにつけ悪しきに

つけ人間の『高度な』知能を抜きに人間の歴史を語るこ

とができないのは確かである。さて，第二の要因は何で

あろうか。これも人々は一致して『言語の使用』を挙げ

るだろう。人間以外の動物にもある種の情報伝達活動が

認められるとはいえ，人間が使用しているような複雑か

っ精巧な記号体系を持つ種は無く，その高度の情報伝達

機能が人類文明の発展に大きな貢献をしたことは明らか

である。特に書き言葉に関して言うならば，他の種に全

く例を見ないユニークな特徴であり，知識の広範囲な伝

達と膨大な知識量の蓄積を可能にした意義は一層大であ

ると言わざるを得ない。今日，我々の持つ知識の中で文

字に媒介されずに得られたものは一体どれ程であろう

か。情報化社会と言われる現代に於いて，その比率が低

下しつつあることは想像に難くない。しかもそういった

伝達・記録上の意義よりも，そもそも文字無くしてどれ

程の事象が『知識』として確立され得たかという問いの

＊Abriefreviewonliteracy．

＊＊KURASAWA，Toshiyuki（University　of　Tsukuba）
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方が重大な意味を持っているのかも知れないのである。

　さて，文明云々の巨視的観点を離れて個人の生活を考

えてみても，そこに於いて言葉特に書き言葉の果す役割

は依然大きい。電話の普及によって現代人は手紙を書か

なくなった，テレビに代表される映像文化全盛の時代に

なって現代っ子は本を読まなくなったと言われるけれど

も，それでも文字無しでは日常生活の至る所に支障がで

る。すべての伝達は直接口頭で行うことになって効率が

著しく低下するし，記録が記億と同義語となって情報の

損失が大きくなる。その結果，情報を集約してひとつの

知識を構成することがほとんど不可能になるだろう。

　コミュニケ・一ションを前提とした意義ばかりでなく，

書き言葉は認知と深い関わりを持っているようである。

普通は考えを明確化した上で書き言葉として表現すると

いう図式を心に描きがちであるが，まったく逆の過程を

経験することも少なくない。頭の中のはっきりしないこ

とを文字化することで初めて明確に認識できたり，書く

までは気がつかなかった自分の考えの隠れた側面を見い

出したりといった経験がそれである。すなわち，書き言

葉には自己の思考のフィードバックという機能もある。

KJ法などはこの機能を積極的かつ系統的に活用した例

と言えよう。

　冒頭で人間の知能と言語が人類文明にとって大きな要

素であると述べたが，実はこれら二者は不可分のもので

あるかも知れない。何れか一方が欠ければもう片方も成

立し得ないのであって，逆に言えば互いに他方が存在す

るが故にそれ自身も存在し得るという関係にあるからで

ある。

　さて，言葉と知能（又は認知・思考）が個人の中で密
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接な関係を持っているということを一応認めるとすれ

ぽ，果して書き言葉と話し言葉の相対的関係はいかなる

ものであろうか。前述したように，書き言葉すなわち文

字を持たないということは決定的に不利な条件であるの

だろうか。こういった問題に着目したものとしてLiter・

acy研究（読み書き研究）がある。そこでの主要テーマ

は読み書きが心理学的にどういった意義を持っているの

かということである。以下，本稿では読み書き研究から

いくつかを取り上げ，従来の研究が読み書きをどのよう

に取り扱ってきたかを探り，今後の研究の方向を提案す

る。

文献収集の方法と結果

　文献の検索はPsychological　Abstractsデ・一タベース

を対象とした。このデーターベースに収録されている

1971年から1983年までの文献の中でDiscriptor項目に

“Literacy”というキ・一ワードが含まれているものすべ

てを選び出．したところ，88件が得られた。さらにこの内

筑波大学附属図書館が所蔵しており，直接に読み書きを

扱っている内容のものに絞ったところ18件が残った。以

下この18件が本稿での考察の対象となる。

　18件の内訳は実験研究15件，概念研究2件，調査研究

1件であり，実験研究については読み書き能力測定方法

によりさらに4つのカテゴリーに下位分類でぎた。この一

分類は表1の通りである。

　　　　　表1　研究のタイプ別文献数

測定方法 実験研究 概念研究　　調査研究

テス　ト

学　　歴

自己申告

文字認識

独立変数　従属変数

3
5
3
1

3
0
0
0

2 1

　読み書き能カイコール学歴

　文献の分類結果で最も特徴的なのは学歴で読み書き能

力をスクリーニングしている研究が多いことである。
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Weiss（1980）はペルーのキャンパインディアンの被験

者に14個の迷路課題を与え，literates－nonliterates間の

課題解決方略の違いを考察した。この研究では，学校へ

行ったことのない30～40代の成人がnonliteratesであ

り，村のミッションスクールヘ4～6年通った13～16歳

の男子がliteratesとされている。Erinosho＆Ayonrinde

（1981）の研究は精神病患者への態度をliterates－nonlite－

ratesで比較しており，スクリーニングの基準は小学校

卒業以上と無学歴である。また，テレビニュースの記憶

再生を読み書き能力の違いから見た，Stauffer，Frost＆

Rybott（1978）の被験者は成人のための基礎教育機関に通

う者及び大学生であった。Tzavaras，Kaprinis＆Gatzoyas

（1981）及びDamasio，Castro－Caldas，Grosso＆Femo

（1976）は共にnonliteratesに於ける左右の大脳半球の

機能を扱っており，nOnliterateSの条件としてやはり双方

とも学歴がないことを挙げている。

　このように学歴が読み書ぎ能力とほぽ同義に扱われる

ことが多いのは，第一に読み書きが主に学校で教えられ

ているという状況に由来すると思われる。すなわち，学

歴が高いということは読み書き経験の長さを示すのであ

り，その意味で学歴は読み書き能力のquick　estimator

なのである。また，これらの研究が皆読み書き能力を独

立変数として扱っていることにも注意しなければならな

い。一応客観的な指標として与えられる学歴は，実験者

にとって手間のかからない，使い易い独立変数なのであ

ろう。

　ここで注意しなければならないのは，学歴があくまで

も読み書き能力そのものではないということである。学

校で教えられるのは読み書きだけではない。数学をはじ

めとする課題解決能力の養成は教育の大きな要素であ

る。従って学歴の高低で被験者を分割して何らかの課題

成績に差が見られたとしても，それがすべて読み書き能

力の差に起因するものとは言い得ない。読み書き能力以

外に学校で得た他の能力のせいである可能性を否定でき

ないからである。また一方，そ．うした読み書き以外の能

力も突き詰めてみれぽ読み書きを前提に培われたもので



　　　　　　　　　　　　　　　　読書科学，

はないか，という疑問も生じてくる。この辺りの問題に

なるとまったく考える拠り所がない。今後の研究が待た

れると言うほかないだろう。

　読み書き能カイコール“テスト”の得点

　学歴の次に注目されるのはテスト得点が読み書き能力

測定に多く用いられていることである。Hart，Norman＆

Sergent（1979）及びRobinson＆Callaway（1972）は共

に読み書き能力テストを含むいくつかのテストを実施し

てテスト間の関係を問題にしている。両研究の扱ったテ

ストは，前者がWAIS，Ohio　Literacy　Test，Ohio　Li－

teracy　Test　auditory　form，後者がSta㎡ord　Achievement

Test，Revised　Beta　Examinationである。Hoyberg，

Hyshame＆Berry（1974）は米国海軍の除隊率研究に

Gates－MacGinitie　Reading　Testを読み書き能力の指標

として用いている。また，Goldの一一連の研究（Gold＆

Johnson，1982a，b；Gold＆Hom，1982）は読み書き

能力の向上のための教育プログラムを模索するものであ

り，そこで使われているのは，WideRangeAchievement

TestのReadingSubtest，ReadingEvaluation－Adult

Diagnosis，DetroitTestofLeamingApPtitudeのVerba1

0PPosite　Subtestなどである。

　これらのテストが手許にある訳ではないので内容につ

いてコメントを加えることはできない。しかし，たった

4グループの研究者による研究の中にこれだけの数のテ

ストが存在することは特筆に値する。しかも，ひとつの

研究の中にいくつもの読み書き能力テストが顔を出して

いるのである。これらは読み書き能力を測定するための

テストは多いのに決定版を欠いていることを示すもので

あろう。すなわち，読み書き能力はどのように測定され

得るのか，読み書き能力とは何を意味するのかといった

問題への解答が明らかにされていないことが示唆される

のである。すべてのテスト制作者・研究者がこれらの問

題に答えていないと非難するのは早計であろうが，少な

くとも研究者間で見解が統一されておらず，その結果テ

ストの乱立が生じているのは確かなようである。

　読み書き能カイコール文字認識

第28巻第3号

　Ber・y＆Jones（1973）は読み書きできない人の刺激解

読方略を研究した。彼らの手続きによれば，被験者がil・

literateであることのチェックは実に簡単なものである。

アルファベットを無作為順に呈示してその名前を答えさ

せたのであった。その結果，20名の被験者全体の正答率

は8．5％で，これをもってilliterateであるとしている。

　学歴を指標とするよりも直裁的な方法であり，簡単明

瞭であること自体は悪いことではないとすれば，有力な

ひとつの方法であると言えよう。しかし，学校での教育

活動と同様，読み書きのより本質的な意味は単に読める

か書けるかということではなく何をどのように読み書き

しているかということにあると思われる。だとすれば，

文字認識を問うことは読み書き能力のごく一部を測定し

ているに過ぎないとの批判を免れ得ない。

自己申告

　Odebiyi＆Ekong（1982），Mandler，Scribner，Cole＆

Deforest（1980），Scribner＆Cole（1978）は，読み書き

能力の有無の判定に被験者の自己申告を用いている。こ

れらについては学歴や文字認識を読み書き能力の指標と

みなした研究に対するのと同様の批判が当てはまるだろ

う。

概念研究

　Hade（1982）は読み書きの要素として，言語理解，

言語使用，評価の三つを挙げている。さらに彼は情報化

社会に於L・ては，readingやwritingのみならず，aura1

1iteracy，visual　literacy，computer　literacyも重視され

るべきであると言っている。すなわち，彼にとってはコ

ミュニヶ一ションを操作することすべてが読み書き能力

なのである。

　また，Kirsch＆Guthrie（1977）は米国に於ける

functionaliUiteracyの概念を探っている。 彼らによれば，

functionalilliteracyは第二次大戦中の米軍の造語であ

り，書き言葉でのインストラクショソから軍務を遂行で

きない者をカテゴライズする為の言葉であったらしい。
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　functionahlliteracyという概念は，何らかの課題遂行

に必要なだけの読み書き能力を有していないことを指す

と言えるだろう。読み書き能力とはこれまでにも述ぺて

きたように，一種捉え所のない概念であるから，それを

ある程度具体的な活動にどの程度必要かという視点から

捉え直してみることは有効であるかも知れない。ただ，

軍務など限られたものならば代表的な活動をピックアッ

プすることはできるだろうけれども，日常生活を代表す

るような活動を集めるとなると，その数は限りなく大き

くなってしまう恐れがある。すなわち，日常生活に於い

て人間が適切にfunctionするということはどういうこ

となのかという大問題があるのである。しかし日常生活

を少数の基本的活動にまとめることがもしでぎるとすれ

ば，読み書き能力をもっと明確に記述することができる

かも知れない。

結語

　以上，18件の文献について読み書き能力の扱われ方を

中心に述べてきた。全体を通して振り返ってみると，個

々の研究が一応読み書き能力を何らかの意味で問題にし

ているにもかかわらず，読み書き能力について知識が深

まったとは一向に思えない。これは読み書き能力とは何

かという問題について研究間の合意がなく，かつどの研

究も明確な定義の下に読み書きを扱っていないからであ

ると言える。読み書きは他の能力とどういう関係にある

のか，読み書きはどう測定され得るのか，読み書きは単

に文字の知識なのか，日常生活と読み書きはどう関係し

ているのか、といった問題を飛び越えては，読み書きの本

質を理解することは難しい。読み書きを安易な独立変数

として思考方略や課題解決の研究を行うことは決っして

悪いことではないけれども，読み書きそのものについて

もっと多くの研究がなされる必要がある。

　Mikulecky（1982）は質問紙とインタビューによる調

査により，学生と職業人の読みの能力及び読み活動を比

較している。この調査の特徴は読みの能力のみならず，

『どんなものをどれ位読むか』，『読む目的・方略は何

か』という点についてもデータが集められたことであ

る。前述したように，人が日常生活を送る上でどの程度

の言語知識・読み書ぎ能力が必要であるのか，現実には

、どれ程の読み書きが行われているのかを調べることは，

functional　literacyの概念をより明確にするための鍵と

なる。Mikuleckyは読みの方しか取り上げていないが，

読み書き両面に亘ってその現状と必要性を調べることは

読み書きという概念のあいまいさを払拭する第一歩とな

るに違いない。
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実践記録

　　　『序の舞』・読書会

女流画家の生涯・その苛烈な道程
＊

新潟県立高田高等学校

　　早津秀雄＊＊

はじめに

　1　読書会一5年目を迎えて一

　1　輪読会

　読書は，ただ知識を得るだけでなく，ものごとを論理

的に秩序立てて考えたり，人間の主体性を確立したりす

るためには不可欠である。しかし個人的な読書からくる

弊害として，独善や偏見は免れないだろう。かようなも

のを是正し，視野を拡大し内容を深化させてくれるもの

として，読書会などによる集団読書をあげることができ

る。

　読書会の必須条件として，①意見（感想）を率直に述

べる。②他人の意見を謙虚に聞く。③話を独占しない。

④話し合いは本題を中心にする。⑤お互いに秘密を守る

ことなどである。

　読書会の形式としてはいろいろあるが，一輪読会形式で

は，r難解な本を共同で読みこなそうとする」ためのも

ので，順番に読み進み，全員で内容を考え理解し合い，

次へ進んでいこうとするものである。

　本校の読書クラブで実施している輪読会は，①各章ご

とに復数で分担し合い当番制とする。②内容について要

点を発表し意見を交換する。③発表内容を要約してコピ

ーにし全員に配布する。④読了後は全体をレポー一トにま

とめる。⑤レポートを中心にしてデスカッションを行っ

＊The“Jo　no　Mai”reading　circle．

＊＊HAYATSU，Hideo（Takada　Senior　High　Schoo1，

Niigata）

ている。発表するにあたっては熟読し，聞き手に納得さ

せ読書意欲を喚起するようにし，工夫をこらしている。

　いずれにしても読書会は，読書を集団の中で行い，各

自の読みとったことを話し合いで確め，内容を吟味して

さらに深化させていくためのものである。

　2　読書クラブ

　本校の読書クラブは，現行の学習指導要領による特別

活動の中の必修クラブの1つである。毎週1回50分（木

曜の7限）で，年間25～30時間実施している。主として

1年生の希望者10人程度で構成している。1年生は純粋

で素直であって熱意をもっているが，内容の追究におい

ては，いまだしの感がある。

　3　テキスト

　テキストの設定にあたっては，生徒の読書傾向が多様

化しているが，やはり現代物が圧倒的に多い。しかし，

古典・名作・現代ものであれ，適切なものについて，生

徒と充分話し合い納得し合って選定する必要がある。

　従来，本校読書クラブで使用したテキストは，

　①渡辺淳一著　遠き落日（上・下）角川書店　1978年

（昭和54年度）

“世界のドクター・野口”あの強烈な個性・激しい生き

ざまを，生徒は自分自身の中に甦えらせ，野口の「虚

像」とr実像」をしっかりとつかんでくれた。

　②遠藤周作著　侍新潮社　1979年（昭和55年度）

今日，なんらかの不安や矛盾を感じているものにとっ

て，r神とは」，キリスト教徒ならでも関心事である。苦

難に耐えて生きるものにとって，魂の支え一謙虚な
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心・敬虜な祈り一が不可欠であることを，生徒は

『侍』を通して理解を深めた。

　③司馬遼太郎著項羽と劉邦（上・中・下）新潮社

1980年（昭和56年度）

秦の始皇帝亡きあと，天下の英雄豪傑たちが，・覇者たら

んとして挙兵して覇を競う。r漢楚の興亡」をかけて，

匹夫の勇桿項羽か，土俗Q中から生まれた裸の人間劉邦

か。人間を信ずるべきか疑うべきか，そこが両雄の勝負

の帰趨するところとなった。かくて天下は漢の劉邦のも

のとなったが．生徒にとって自己の人生を考える上で役

立った。

　④遠落周作著　沈黙新潮社　1966年（昭和57年度）

神はこの世の中で，最も高貴で聖らかなもので，人間に

とって夢と理想に満たされたものである。そのような神

を裏切る人間の心の弱さや痛みを，r沈黙』ではキリス

トの神を棄てた苦しみから．はじめて神を自分のものに

することができたという。いわば神への再認識がなされ

たのであり，生徒にとって神を考えるきっかけとなっ

た。、

　⑤宮尾登美子著　序の舞⊂ヒ・下）朝日新聞社　1983

年（昭和58年度）

極美の世界に魅せられて愛と芸術のはざまに，ひたむき

に厳しく生きた津也の生涯。この子を芸術家に育てあげ

た母親勢以の献身的な愛。そこには生きがいもあり救い

もあるということを，生徒はr序の舞』によって知るこ

とができた。

　皿　読書交歓会

　1　読書クラブ員と地域の読書会の人々との交流

　読書週間の折（10月27日）市の図書館長のきもいり

で，本校の読書クラブの諸君と高田婦人読書会の方々と

の間で，読書についての交歓会がもたれた。宮尾登美子

のr序の舞』が，1昨年朝日新聞紙上に連載され広く読

まれ，吉川英治文学賞を受賞し好評であった。そこでこ

のr序の舞』を，ことし本校の読書グラブではテキスト

にして，輪読会を実施したのである。読書会の方々の呼

びかけに応じて，交歓会でr序の舞』が取り上げられた

第28巻第3号

のもこんなところにあった。

　r序の舞』の主人公津也は母親の勢以について，rお

母ちゃんいやはらなんだったら，画家松翠ちゅうもんは

この世にいなかった」といっている。津也とは女性で初

めて文化勲章を与えられた，美人画の上村松園のことで

あり，この松園を伝記小説としてえがいたのが，宮尾登

美子のr序の舞』である。

　津也が苦難に耐えながらもr絵三昧の境地」にひたる

ことができたのは，この母なくしてありえなかった。

「私を生んだ母は私の芸術までも生んでくれた」といっ

ているが，この母勢以は，わが身を犠牲にしてわが子を

芸術家松翠に育てあげたのである。

　この津也一天賦あ才に努力を重ね，なお強運に恵ま

れた稀有なる女性一が，恋に生きるべきか芸術に生き

るべきかと深刻に悩み，結局芸術に生きた厳しい姿に．

生徒は思いをはせ己になぞらえ，真剣に考え討議を重ね

てくれたのであり，またこの献身的な母の愛にいたく心

をうたれたのであづた。

　ほぼ生徒の母親の年齢にあたる読書会の方々が，r子

供を育てるという重い責任，それだけに子供がすこやか

に育ち，夢と希望をもって生きてくれることが，親とし

てなによりの喜びである」などという意見に，生徒は神

妙に耳を傾けていた。親子の断絶が問題になっている今

日，親と子がともにすぐれた書物を読み，意見を交し合

い批判し合うことの大切さを，あらためて感じた。

　読書会などによる集団読書は，個人的な読書からくる

独善や偏見を是正し，視野を拡大し内容を深化させてく

れる働きをもっている。ましてや親と子が世代を超越し

て，読書を通して話し合うことの意義は，はかりしれな

いものがあろうかと思う。かくして生涯にわたる読書の

習慣もはぐくまれていくことであろう。それだけにこの

たびの読書交歓会は，みのりのあるものとなったのであ

る。

　2　読書交歓会に出席して

　r序の舞』は私は読んでいましたが，読書クラブの皆

さんのレポートは，私には到底およばないしっかりとし

一110一



r序の舞』・読書会

た把握のされかたがなされ，すっかり心打たれました。

　世代の違いは，r序の舞』の内容をとらえるうえで相

違があると臆測していましたが，私の見当違いでした。

しっかりとした考え方や態度で，主人公r津也」を冷静

に見て，さまざまな角度から分析解体し，真剣に芸術に

生きた女の一生をとらえておられることに感服しまし

た。また母親勢以については，私ども母親にとって切実

なものがありますが，津也に対するあたたかい愛情と厳

しいしつけ，それによく耐えた津也に．母親の立場から

みて，本当によかったと安心したりしました。

　レポートによって発表し合うことの良さをいまさらな

がら感じ，良い勉強になりまし渇（中略）

　　　　　　　　（高田婦人読書会会員　S・M子）

r序の舞』一伝記小説・上村松園一

　1　読書と生涯教育

　最近は図書館に対する需要が非常に高まってきた。そ

れは．①生涯教育の時代を迎えたこと。②正確で効果的

な情報選択が個人の力では困難になってきたこと。③出

版点数の増加と価格の高騰で，個人の購入が困難になっ

てきたこと．などの理由によるものである。

　たしかに書店の店頭には書物が氾濫している。毎日80

点強の新刊書が送り出され，昨年は年間に2，9362点出版

され史上最高だという（r出版年鑑』）。しかも1冊の平均

定価は，1，000円程度で部門別には社会科が最も多く，

文学・芸術・自然科学？技術・児童書と続いている。

　生涯にわたっての読書量は，せいぜい4，000冊程度に

しか達しないだろう。寸暇を惜しんで良書を選んで読み

たいものだ。図書館はかような読書人の需要にこたえる

必要がある。

　読書の時間がないというが，時間の乏しいとぎには読

書の工夫をすべきであろう。先ず本の始めの1ぺ一ジを

ていねいに読み，次に各章の見出しのところを読む。そ

して終わりのパラグラフをいくつかゆっくり読む。こう

して大体の見当をつけてから読むのも一方法である。

　論理的な本ならば，区切り’区切ワで要旨をまとめて読

み進む。読むだけでなく書いてみると，考えが整理され

て理解しやすい。すぐれた本は一度だけでなくて何度も

読んでみることだ。すく・に読むよりも少し間をおいて読

み返す方が効果的である。本を読むときは活字だけを追

うよりも，メモをするとよい。大切なところは抜き書き

することであり，コピーでは頭に残らない。

　読むという行為は．，いかなる場合でもある程度の積極

性が必要である。積極性の高い読書ほどよい読書だ。読

書にはらう努力が大きいほどよい読み手だ。深く内容が

理解できたとき，はじめて著者と読者との出会いがある

のである。

　1　指導の意図

　高校の読書クラブの1年生を相手にして，宮尾登美子

のr序の舞』をとりあげたのば，生徒に対して生涯にわ

たって読書人として，読書の習慣を身につけさせようと

したからである。そのためには読書会において，読書の

しかたを工夫していかなけれぽならない。r天賦の才に

’努力を積み，なお強運に恵まれた．稀有なる女性」松園

の伝記小説を通して，生徒が自己の生涯について考え，

真剣に生きる糧としてくれるであろうことを信じている

のである。

　2　指導計画

　①単元名　伝記小説上村松園一女流日本画家の生

涯一一

　②指導目標　読書によって自己の生涯について考え

る。

　③学習活動A導入芸術をもって人を済度。B展

開　a幼きころ　b画道修業　c恋心　d汝驕るなかれ

　e女って損え　f人並の結婚を　9春を待つ思い、h文

化勲章受賞。C結び　a生徒の反応　b考察　、

　④教材宮尾登美子著序の舞（上・下）朝日新聞

社　昭和58年3月

　⑤　対象生徒　読書クラブ　1年生　10人（男5人，

女5人）

　⑥　実施日時　昭和58年4月～12月　25時間（毎週木

曜7限α導入4・展開16・結び5時間〉

一・1工1．一一
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　⑦指導方法A導入作家宮尾登美子・女流画家上

村松園についての説明。B展開　輪読会形成。C結び

レポートの作成・デスカッション・考察。

　豆　導入一芸術をもって人を済度一

　r芸術をもって人を済度する。これ位の自負を画家は．

持つべきである。」と，文化勲章を女性で初めて受けた

美人画の上村松園は『青眉抄』の中で述べている。さら

にr真・善・美の極地に達した本格的な美人画を描きた

い。私の美人画は，単にきれいな女の人を写実的に描く

のではなく……女性の美に対する理想やあこがれを描き

出したい」のだといっている。かように，一点の卑俗な

ところもなく清澄で香高い珠玉のような絵こそと念願し

た，女流画家松園の波乱の生涯を描いた伝記小説が，宮

尾登美子のr序の舞』である。

　松園が昭和11年にえがいた「序の舞」は，r私の理想

の女性の最高のもの，……能楽の仕舞の中でも静かで上

品な気分のするもので，そこをねらって優美なうちにも

毅然として，犯しがたい女性の気品を描いた」（r青眉

抄』）といっている。r天賦の才に努力を積み，なお強運

に恵まれた稀有なる女性」とは松園のことで，宮尾登美

子のr序の舞』では，松翠・島村津也となっている。

　津也の凄絶な75年の生涯（明治8年～昭和24年）は，

母親の勢以によって支えられた。勢以は葉茶屋を営み，

26歳で寡婦となったが，2人の子供（志満と津也）を育

てた。2度の火災にもめげず働き，津也をr絵三昧の境

地」にひたらせたのだ。「私を生んだ母は私の芸術まで

生んでくれた」（r青眉抄』）と松園は感謝している。こ

のような松園にほれこみ熱愛したからこそ，宮尾登美子

はr序の舞』で，見事な松園像を造形できたのである。

　宮尾登美子自身若くして結婚し渡満してやがて敗戦，

子供をかかえて帰国後の発病，20年の結婚生活の破た

ん，再婚・借財をかかえて夜逃げ同然の上京，作家とし

て一人立ちするまでの浮沈が激しかった。高知の花街に

生まれ育った自己の生いたちなどをえがいた『擢』で，

第9回太宰治賞を受賞して以後，r寒椿』で第16回女流

文学賞，r一絃の琴』，で第80回直木賞，そしてr序の舞』

第28巻第3号

で第17回吉川英治文学賞（昭和58年）がおくられたので

ある。まことに見事な労作に対して，ふさわしい褒賞で

あった。

　皿展開
　1　幼きころ

　京都の町で堅物の商売葉茶屋に生まれた津也，すでに

その時は父弥兵衛は亡くなっていた。津也が8歳の時，

「名を挙げるでこの子は」と易者にいわれ，母勢以は喜

んだものだ。その頃，「砂書きのおやっさん」の至妙至

極の芸にみとれ感心していた。

　小学校のとき，もう一人前に女の着物や帯のことがわ

かっており，将来美人画に進もうという兆しがあった。

津世は絵ばかり描いていた。京都府立画学校に入学した

のは14歳（明治21年）であった。rお母ちゃん，画学校

へ行かしてもらえることになって，ほんまにおおきに有

難とさんでございます。」と，津也は喜ぶのであった。

　2　画道修業

　画学校で北宗の高木松漢に学んだ。筆の基礎からやっ

たが，人物画を描きたくてこまった。松漢塾では山水画

や縮図を勉強した。r美婦人図」が入賞し，松漢から松

翠という号を与えられ，ようやく画道修業が認められる

ようをこなった。

　3　恋心

　螢は古来恋心の象徴とされている。rくれ竹の夜」は

松漢から誘われ，津也は甘やかな気持ちになっていた。

「昔の絵描きは皆枕絵を描いたし……人間の素っ裸の

姿，本能のあるがままの姿ちゅうもんは，そこに正しく

学ぶべき真理があるおもうなあ」といわれ，津也は本当

だと思った。

　男と女が一つ寝床で関われば子供ができるのは当然の

こと。勢以はrこの包丁であんたを殺して私も死ぬ」と

いう。r女って損どすなあ……松漢さんのように自分の

弟子に手を出すとは……」勢以は近所をはばかって里親

の家で津也に出産させた。

　4　汝驕るなかれ

福野魁嶺塾へやってきた津也は，r灯ともしごろ落椿
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てとこやなあ」と，初心者同様にあつかわれた。松漢の

渋く筆力雄渾な画風がとれず，魁嶺の柔かく筆力流麗な

画風になかなかなじめなかった。

　魁嶺の死後その門下の西内太鳳に師事した。禽獣静物

に打込み写生を強調した。「あんたにわたしの絵の全部

特別に模写させてあげようか・…1・・」といわれ，津也は今

夜この宿の一つ寝床で，太鳳とともに過す時間を決して

悔いなしと思った。それが，r権力ある男に自ら近寄り

体で地位をかち取った」と非難された。

　5　女って損え

　男と女が愛し合い睦言を交わし一体感にひたったあ

と，女が妊娠しても，遊び上手の松漢は責任逃れをする

のであった。「女は腹の子の始末をするため，恥をしの

んで枕絵を描くなんて……地獄やなあ」という津也。こ

の家でrややをお生みやす」という勢以。勢以は津也が

画学校に入学以来，一生涯わが運命は，この子と一蓮托

生と考えていたのである。

’そうした中で津也は男子を出産し孝太郎と命名した。

その後太鳳塾の破門もとかれ，津也は細々と家塾をはじ

め，勢以は30年来続けてきた葉茶屋をたたんで，孫の子

守り．をするようになった。

　6　人並みの結婚を

　桂三（司法官）とは，互いに一個の独立した男女の付

き合いである。夫婦のようでいて夫婦よりはもっと密

に，肉親同士よりもはるかに相手を独占したい欲望に身

をやかれていた。r結婚に較べたら，絵描くことも名誉

も，値打ちあるもんとは思われしまへん」と，津也は勢

以に結婚をせがむのであった。

　7　春を待つ思い

　「人の長い一生は花の咲く春ばかりやおへんえ。落葉

の降る秋もおすし木枯しの吹く冬もおすわな。それでも

冬の次には必ず春がくるさかい，じっと待っていなはれ

や」と勢以はいう。桂三からは安珍を追いかけ蛇の化身

となって日高川を渡る清姫のようだといわれた津也。

　男に混って女が絵の上でわたり合うことは，単に技術

上の問題ではない。鋼のような強い意志と闘争心をもた

ねばならなかった。

　8　文化勲章受賞

　松漢・太鳳に関わるさまざまな辛苦。桂三との醜い恋

の結末。世間の辛い噂に耐えてきた日々。r孝太郎が男

であってよかった」という勢以を喜ばせるべく，孝太郎

に立派な嫁を迎えたのも束の間，勢以は85歳の大往生を

遂げた。別に烈婦貞女として名をあげたわけでもなく，

一市井の平凡な主婦であったが，勢以の偉さは周囲の反

対を斥けて津也に絵の修行をさせ，生涯にわたって援助

したことである。「お母ちゃんいやはらなんだら画家松

翠ちゅうもんはこの世にいなかった」と，津也はこんご

とも精進するのであった。

　昭和11年，津也は会心の作「序の舞」を描いた。松翠

の美人画の品格は，これによってもはや誰も追随を許さ

ぬものとなった。

　・昭和23年芸術家最高の栄誉“文化勲章”が女性として

初めて与えられた。かくて「芸術をもって人を済度」．し

たいと念願した松翠。島村津也は，75年の波乱に豊んだ

生涯を閉じたのである。

　IV結び
　1　生徒の反応一各章ごとのレポート

　（1）奈良物町

　僕が一番立派だなあと思ったのは，女｝人で子供を育

ててきた母親の勢以である。葉茶屋の生活をしていくだ

けでも大変なのに，世間の風潮にもめげず，津也を好き

な画道に進ませ，親の責任をはたしてきたことである。

……（Y・S男）

　（2）画塾

「津也が絵を描けることができたのは．，津也の勝ち気な

性格と絵に対する情熱があったからだと思う。それから

勢以と姉志満の支えがあったからだろう。それにしても

勢以の存在は偉大だと思う。“・…（T・K　女）

　（3）螢の宿・

　「女って損どすなあ」ということばが，しみじみと思

い出されます。津也に子供ができたことは，怒りにもに

た感情をおぼえます。なぜこうなる前に注意しなかった
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　　　　　　　　　　　　　　　　読書科学’

のか。くやまれてなりません。津也のために手をつくし

世間体をつくろう勢以。それにしても松漢はなんて勝手

なんだろう。……（N・丁　男）

　（4）落椿

　私は絵一筋に生きてきた津也が大好きです。しかし二

人の先生と関係を持ってしまった津也には反発します。

いかに絵は大切だとはいえ，津也はおろかだと思いま

す。私は津也に対して，当時にあってはいたしかたなか

ったと同情こそすれ，その生き方を肯定することはでき

ません。私が凡人で女の情念を知らないからでしょう

か。……（K・S　女）

　（5）男子誕生

　津也の二度目の出産。あれ程信じ切っていた松漢に捨

てられ，男の卑怯さをさまざまと見せつけられた津也。

太鳳との関わりもあるので，松漢に何もいえない津也。

愛する人に捨てられた悲しみ苦しみは，筆舌に尽し難い

ほどだったと思う。一太鳳からの破門。世間の厳しい非

難。そんな娘に対して勢以の寄せる深い愛情。激しく情

熱的に生きる津也に運命は苛酷だが，それがあのすばら

しい美人画を生みだしたものだと思う。……（K：・Y男）

　（6）四十の恋

　恋というものは，なんてすばらしいものだろうという

津也己桂三を恋うときの気持ちは，いままでになかった

ものだという。神のみぞ知る見えない糸で結ばれた男

女。37歳の津也　30歳の桂三。私は絵を画くために恋も

大切だと思うが，道ならぬ恋をする津也に失望してしま

った。もっと大人らしく振舞ってもらいたかった己

　　　　　　　　　　　　　　　　（Y・S　女）

　（7）　ぬカ』るみ

　絵筆ともに礼節正しく，画道専一につとめるのが松翠

女史の真価もあるといって去っていく桂三占津也がやっ

と恋からさめたときに出来上った作品がr焔」である。

「私はどうしてこのような凄艶な絵をかいたか不思議な

くらいです。あの頃は芸術上のスランプで苦しんでい

た」と津也はいっている。どんな人間にでもスランブは

第28巻第3号

あるものだなあ，私も頑張らなくてはと思った。

　　　　　　　　　　　　　　　　（K・Y　男）

　（8）橘花の綬

　女性では史上初の文化勲章を受賞した津也。74年の生

涯を，苦しみに耐え努力してきたので，本当によかった

と思った。r序の舞」は女性最高の美をえがいたものだ

という。母勢以が生きていたらどんなによろこんでくれ

たことだろう。これからも津也の芸術にむかってひたす

らに生きた生き方を，私の生涯にも生き続けさせていき

たい。……（K・1　女）

　2　全体のまとめ一生徒の感想文一

　（1）r人間としての幸せ」を考える

　画面から匂い立つような気品，しっとりとした日本情

緒，夢のような美しい色彩一上村松園の作品はため息

が出るほど美しい。この小説を読み終えてから，私は改

めて津也の生涯，あるいは勢以や志満をはじめとする，

彼女の生涯に関った多くの女人の姿を重ね合わせて松園

の絵を見た。一つ一つの作品に描かれた美人達は，もち

ろん理想化されてはいるであろうが，何と見事に古代か

ら現代までの女を描いていることか。彼女は女の姿だけ

でなく，女の魂の歴史を描いた画家であったと思う。

　明治維新以来120余年の年月が流れ去った今日，明治

のことも年々遠くなっていくようだが，この作品は実に

よく明治から昭和にかけての京都が描かれている。京言

葉もさることながら，津也の母親勢以に昔の京都の気質

が脈々と流れているのである。島村勢以は特に何をした

というのではないが，京都気質を身をもって生きた，実

に偉大な女性であったと思う。周囲の反対から娘を守り

画道を全うさせた強さ。津也自身も語るとおり，まさに

　「お母ち々んがいやはらなんだら，画家松翠ちゅうもん

はこの世にいなかった」だろうし，津也の次の言葉には

より一層，勢以の力がうかがわれる。rそうどす，母は

私の絵筆に自分の夢と命を託してましたさかい，ここに

来て，もう下手なもんは描かれしまへん。あの世から母

はじっと私の仕事を眺めてますのやもん。」と，亡き母

におもいをいたすのであった。
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　かつて読んだ松園の伝記の中である作家は，r母恋い

こそ，松園画の原点であった」．と書いてあったが，まこ

とにそのとおりであろう。そして「青眉」・「母子」とい

う傑作が，津也の手で描かれたことで，勢以の一生は母

としての冥利に尽きたであろう。

　さて，主人公津也の一生で考えるべきなのは，やはり

その愛と芸術との葛藤である。津也の人生において見逃

すことのできない最初の男性は，高木松漢であろう。津

也の絵画のもとをつくった師であり，また2人の子まで

なした人である。このことについては，市の読書会の

方々がおっしゃるように，津也に父親がいなかったこと

が多大な影響を与えている。特に光子を産むまではそう

であった。しかし，孝太郎を妊った時はすでに1人の女

として松漢を愛していたと思う。雨の中でrこんなこと

てあるやろうか。この口惜しさは生涯忘れへん」と，夜

の闇を見つめる津也はあまりにもみじめである。

　いつの世でもそうであろうが，女には妊娠・出産とい

う重荷が絶えずふりかかる。喜代次の「女て損どすな

あ」という言葉も，的を得ていると言えるであろう。

　私は津也の生ぎ方を肯定する気はないが，この松漢も

そうだが，津也と関係をもった太鳳が，津也を破門する

とは非常に身勝手であると思う。松漢・太鳳もまるで女

性の感情を無視した，いや無いものとして扱った行動で

はないか。それにしても松漢の臨終における醜い争い，

またわが子を愛する喜びも知らない父親松漢，考えてみ

れば哀れである。その時，津也には孝太郎があり絵筆が

あったのである。

　ところが，田丸桂三との恋はどうであったろう。r四

十の恋」における津也は，芸術家としての意地も誇りも

捨てて，恋する女になってしまう。40歳という女盛りを

過ぎようとしている年令のあせりによって火をつけられ

たのが，この恋だったのではなかろうか。r花ざかり」

を描いて以来，津也はいつも平凡な世間並みの女の幸福

に憧れ，時にふと寂しかったに違いない。r一人で暮し

てさびしいやろて慰めてくれるおひとはおへんのどすも

んなあ」という言葉には，その寂しさが痛々しいほどこ

められている。由丸桂三もまた津也とその芸術を愛し

た。しかし栓三が愛したのは勝手に理想化した津也であ

ったような気もする。

　津也と桂三との恋の結末は，rぬかるみ」と題するに

ふさわしい醜さであった。絵一筋に生き世間を知らず，

あきらめきれなくてどこまでも桂三を追う津也。女とは

こんなにも哀れで激しいものであろうか。

　後年，津也は過去帳に桂三をはじめ，多くの人々の名

を書き加えているが，感無量なものがあったのではなか

　　　ドろうか。なんといわれようと愛さずにはいられなかった

桂三。師でもあり自分を捨てたこともあった松漢，その

松漢との子　孝太郎は花鳥画を描き名をなしてきてい

る。一自分の生涯をふりかえった時，津也の胸中には

深い感慨があったに違いない。

　晩年よく描いた雪の絵には，自らの苦労をふりかえる

気持と共に，長いまわり道の末，到達した世俗の感情を

こえた，澄み切った境地がみうけられる。「螢」の絵に

は過ぎ去った青春の日々の記憶への懐かしさと，ふと恥

じらいにも似た甘やかな感傷を感じることもあったので

はなかろうか。女性で初めての文化勲章受章者の魂がた

どった苦悩の道のりは，長かっただけに偉大であった。

　最後に，女性が本当に幸福になるためには，r女の幸

せ」を特に取り出すような考えを，根本的に改める必要

がある。「女の幸せ」に留らずr人間としての幸せ」を考

え，そして求めていくことこそ，真に男女平等の社会を

築いていく上で，大切なことであり，義務ではなかろう

か。r序の舞』は，r人間としての幸せ」を考えた上で，

不可欠な作品である。……（K・M　女）

　（2）精一杯生きた津也，それを学びたい。先日，私が，

見た『上村松園』なる画集は，私を魅了させてくれた。

一帖ごとに後記の解説を見，r序の舞』を年表として，

松園の気持ちを考え，私の知らない一人の女性の生涯を

知ることができた。絵は時間をかけて見，そして何度も

見直すと，なお一層深い場所に何かが秘められているよ

うだった。実際に狂人を見，古典から話を引き出して描

かれた「花がたみ」は。狂人ならではの美しさが不思議
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な光をだしていた。また「焔」は，r四十の恋」という

ことで津也にかさねて，その凄艶さを見てとった。r源

氏物語」の六条の御息所を参考にして書かれ，藤に大胆

な蜘蛛の巣を重ねた着物を着た女性が，腰を“く”の字

にし，こちらをふりむいた恰好になっている。その目は

怪しく光り，前にたれた髪は手で持ち口でくわえ，長く

足元までくる髪は，恐しい蛇のように体にまきついてい

るのであった。

　r序の舞」は，津也の子の孝太郎の嫁をモデルにして

描いたものである。あでやかな朱色の着物が，幸福感を

だしているような気がした。しかしここに到る松翠・上

村津也の生涯は苦しく暗黒の時が多かった。

　津也は生涯を，自分に正直に生きた人だと思う。悪く

いえば我を通した人だ。松漢と逢瀬を重ねたのも，長浜

まで太鳳を追ったのも，桂三との恋におちいったのも，

津也が真実に生きようとしたからではなかろうか。津也

の生涯は名のとうり，“つや”があり“翠”の色がよく似

合う深いものであった。

　r序の舞』を考えるうえで，津也の母親勢以をあげな

ければならない。夫に先だたれ後家となって二人の子供

を育て，津也を画学校に行かせ，二度も松漢の子を宿し

た津也をはげまし，孫・孝太郎を育てた。女性が認めら

れていなかった時代に，生まれながらの非凡な力と努力

によって文化勲章を勝ち得た津也。縁の下の力持ちとし

て津也を育てた勢以。この精一杯けんめいに生きた人た

ちの生きざまを，私は学びたいと思う。（中略）

　　　　　　　　　　　　　　　（T・K女）

　（3）苦難に耐え，大成した女流画家

　津也の一生を考えてみると，幸福よりも不幸（苦労）

がとても多かったといえる。もちろん普通の女性のよう

に生きず，画家として生きたためだが，平凡な女性とし

て家庭に入り生活していたとしたら，それでは幸せにな

れたであろうか。しかし普通の女性のように生きれば，

それなりの幸せは得られたかもしれないし，あれ程無理

をして苦労する必要もなかったであろう。

　画家としての人生にはいろいろな苦労もあったろう

第28巻第3号

が，津也には画家としての喜びを感じていた。画家にな

れたのは母の勢以のおかげである。普通の人と違った画

家としての津也に理解を示すとは，すごい母親だと思っ

た。この母親の存在は，津也にとって精神的にも経済的

にも大いに助けになった。苦しい時には共に悩み，喜び

を分かちあった母親。母親とは，こうあるべきなのだろ

う。

　津也が松漢と関係をもってしまったことを，勢以は怒

ったが，結局は親身になって世話をしている。それなの

に太鳳とも関係してしまう津也。女とはこういうものか

とあきれたりもした。

　津也は，本当に松漢・太鳳を愛していたかは疑問だ

が，桂三との愛は真剣だったようだ。だが多分この恋は

成就しないのではないかと思いながらも，四十歳め恋と

は，それだけ桂三を愛していたといえるだろう。このよ

うな恋もやがて失敗するが，それが絵の糧となっていく

のだった。

　もし津也が男であったら，あれ程苦労しないでもよか

ったのではなかろうか。たしかに女として苦労はした

が，男でないからこそあれだけの絵もえがけたのだろ

う。男性優位の当時の社会で生きながら，男と対等以上

にわたりあうとは，よほどの才能と実力の持ち主でなけ

ればできないことだ。

　彼女の晩年は，人並の幸せが得られ，画家として文化

勲章も受賞したので，やっと報われることになった。苦

労したけれども，最後に幸せを得られた津也。本当によ

かったと思った。（中略）……（1・S　男）

　3　考察
　（1）　「女って損どすなあ」

　女のハンディーをもののみごとにはねのけて，女性で

初の文化勲章の栄誉に輝いた津也。美人画の第一人者と

して自他共に許す存在になるには，やはり尋常の苦労で

はなかった。しかし女性にしてはじめて描けた（髪の型

や着物の着こなし）。それだからこそ理想の美人画を創

りあげることができたのであり，魂までも描けたのであ

る。
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r序の舞』・読書会

　生徒もまた，女性であるがゆえに精一杯の努力し，大　　　それにしても，理想をかかげ達成することの苦労とむ

成したことを認めており，それにあやかろうとしてい　　ずかしさ，それだけに文化勲章の受賞という栄誉に輝い

る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　た津也のよろこびなど，生徒にとっては，強烈な影響を

　（2）　「なあつうさん，男って女に較べたらだいぶ損し　　与えたのであり，刺激となった。

てるところあるなあ。こない可愛いややを自分で育てる　　　かけがいのない人生を，どのように生きたらよいか。

楽しみがないもんなあ」　　　　　　　　　　　　　　　経験の乏しい生徒にとって，r序の舞』を読んだことが，

　津也がr絵三昧の境地」にひたることができたのも，　　なによりの追体験であった。こんごの人生に生かしてい

この母親勢以なくしてはありえなかった。r私を生んだ　　ぎたいといっている。

母は私の芸術まで生んでくれた」とは，まさに至言であ　　　V　要約

る。勢以は一生涯を津也のために一蓮托生として，苦難　　　芸術をもって人を済度したい。そのためには，真・

に打ちかち，津也を芸術家松翠として育てあげたのであ　　善・美・の極地に達した美人画を描きたい。かような自

る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　負の念を松園はもっていた。松年・楳嶺・栖鳳に学んだ

　生徒の母親勢以に対する評価は，実に大なるものがあ　　松園は・r師の中に飛びこまなくてはいけない・しかし

った。その献身的な母の厳しくもやさしい愛に，強く心　　いつまでもその中にいては師以上には出られない」とし

を打たれたからである。　　　　　　　　　　　　　　　て，松園独自の美人画の画風を創っていくことを決意し

　（3）　「恋ていうもんは，何て素晴しいもんやろう」　　　ている・

　画道のためとはいえ，師松漢とは子供までもうけ，さ　　　しかし，芸術の真実をきわめることがいかに大変なこ

らに師太鳳と関わりをもつとは。桂三との恋愛は，r結　　とであったことか。rつぎつめて行けば自殺するほか途

婚できたら，絵描くこともそれに伴う名誉」も打ち捨て　　はない」とまで・深刻に松園は悩むのであった。それを

ようとした津也。r四十歳の恋」としてあまりにも激し　芸術に対する情熱と，強い意志力で踏み越えたのであ

く燃えただけに，悲惨な破局。愛と芸術のはざまにあっ　　る。天賦の才に努力を重ね・なお強運に恵まれた稀有な

て，ひたむきに生きた津也であづた。　　　　　　　　　　る女流画家松園。「願くば美の神の私に齢を長くまもら

　生徒は，津也の二人の師との愛の関わりについては，　　せ給わらんことを」と祈る松園。この75年間の生涯をえ

最初は強く反発していたが，やがて画道のためというこ　　がいたのが宮尾登美子の伝記小説『序の舞』である。

とで，やむをえなかったとしている。しかし，桂三との　　　『序の舞』では・主人公津也を女手一つで育て上げた

恋は大人気がないとして，むしろ軽率であったとしなが　　母親の勢以。「私を生んでくれた母は・私の芸術まで生

　らも，成就できないものとみていた。　　　　　　　　　　んでくれた」という津也にとって，勢以は津也を芸術家

（4）　「芸術を以って人を済度する」　　　　　　　　　　に育てるために，凄絶に生きたのである。だからr絵三

　芸術家松翠の念願するところは，「よい人間でなけれ　　昧の境地」に津也はひたっておれた。

ばよい芸術は生まれないといい，よこしまな心を持って　　　また，当時の京都の日本画壇の様子とか，勢以の生業

　いる人でも，よい芸術には感化されて，邪気が清められ　　葉茶屋の商家の風習や気質までも生々しくとらえられ，

　る」ことであるとしている。だからこそ，清澄で香高い　京ことばがさらに京都の雰囲気をかもし出している。画

　珠玉のような，真・善・美の極地に達するような美人画　　壇の複雑な師弟関係とか仲間のねたみなど・権謀術数の

　を，描き続けたのである。　　　　　　　　　　　　　　渦巻く世界で，女ゆえに耐えねばならぬ苦しみに，津也

　生徒は，これを機会に美人画を見直そうとしているの　　は必死に耐えている。芸術家の宿命として・津也も激し

　であり，日本画への興味と関心をかりたてられている。　　く恋する女性であった。師松漢・太鳳との愛，桂三との
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　　　　　　　　　　　　　　　読書科学・

結婚に名声も絵筆も捨てる覚悟だった津也。女としての

悲惨さが，芸術家としての幸せとなる非情な関係がえが

かれているo

　おのれの生命の苦しみを糧にして，生きるよりほかな

い芸術家の宿命。津也の哀れさの極みが，清澄な香高い

珠玉のような美人画となって結晶されていくさまが，厳

しい人生の試練に耐えてきた，作家宮尾登美子のr序の

舞』によって，ものの見事に造形されているのである。

　　　◇　　　　　◇　　　　　◇，

　極美の世界に魅せられて，愛と芸術とのはざまに，ひ

たむきに激しく生きた津也の生涯。そこには生きがいも

あり救いもあるということを，春秋に富んだ高校生のご

とである，理解を示している。

．第28巻第3号

参考文献

1．宮尾登美子r序の舞』上・下　朝日新聞社　昭和58

　年3月

2．清水好子r上村松園」・r近代日本の女性史3一華

　麗なる美の創造一』集英社　昭和55年11月

3．飯島勇r上村松園」・r現代日本美人画全集・第一巻』

　集英社一昭和55年10月

　上村松園『青眉抄』三彩新社　昭和58年2月

　宮尾登美子r母のたもと』筑摩書房　昭和55年6月

　宮尾登美子『女のあしおと』講談社　昭和58年4月

　桑原武夫『文学理論の研究』岩波書店　1962年12月

　後藤茂樹『現代日本美術全集13一上村松園・・竹内

　栖鳳一』集英社　1978年12月

4．

5．

6．

7．

8．
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会． 報

会 報

常任理事会（1983年10月22日）

出席　阪本副会長　岡本　福沢　増田　村石各常任理事

欠席　倉沢会長　井上　滑川　湊各常任理事

1．読書科学刊行の件

第27巻第3号は，10月30日付で発行の予定と報告され

た。

2．特別委員会設置の件

　日本児童教育振興財団からの助成金によって，r読書

と映像に関する研究一文字ばなれを中心に一」をテ

ーマとする研究をスタートさせる。このため，下記の委

員会を設置したい。

ア　名　称　読書と映像研究特別委員会

イ　委員長　滑川道夫

ウ　委　員　井上尚美・岡本奎六　　倉沢栄吉

　　　　阪本敬彦　、福沢周亮　　増田信一

　　　　湊　吉正　　村石昭三

以上のように提案があり，異議なく可決した。

3．役員選挙の件

本年度は選挙の年なので，日程をきめた。

公開研究会1（11月26日）　1』

午後2時半から筑波大学附属小学校で開催。講師＝田

島一郎会員，司会：増田信一常任理事。主題；r子供が

学習に参加する学校図書館のあり方」

常任理事会（11月26日）

出席　倉沢会長　阪本副会長　井上　岡本　増田

　　湊各常任理事

欠席　滑川　福沢各常任理事

1．読書科学刊行の件

第27巻第3号は，約半月遅れて発行されたことが報告

された。

2．　日本読書学会第28回研究大会の件

会期と会場は，1984年7月26～27日，東京学芸大学と

内定した。

公開研究会（1984年1月21日）

午後2時半より筑波大学附属小学校で開催。講師：根

本正義会員，司本：湊吉正常任理事。主題：r子どもと

読書」

常任理事会（1月21日）

出席　倉沢会長　阪本副会長　岡本　湊各常任理事

欠席　井上　滑川　福沢　増田　村石各常任理事

1．読書科学刊行の件

第27巻第4号は，12月30日付で発行の準備を進めてい

るが，約1か月遅れる見込みであることが報告された。

2．　日本読書学会第28回研究大会の件

主題を，r読書と映像一新しい読みとその指導一」と

決定した。

役員選…挙開票結果（2月8日・選挙管理委員会）

A理事選挙
（1）有権者数　　　　419

（2）投票数　　　 gO

（3）無効投票　　　　　4

（4）有効投票　　　　　86

（5）理事選挙の延べ投票数　　5名連記x86＝430

（6）理事当選者　　　　20名

　　　　　　　　　　当選　尾原淳夫　17当選　阪本敬彦　51

当選　倉沢栄吉　46

当選　滑川道夫　41

当選　福沢周亮　27

当選　増田信一・26

当選　井上尚美　21

当選　岡本奎六　20

当選湊吉正19
当選　村石昭三　19

当選　大村はま　17

当選　野地潤家　11

当選　深川恒喜　10

当選岩坪昭子

当選望月久貴

当選室伏武

当選加藤薫敏

当選嶋路和夫

当選高木和子

当選田近洵一

9

9

7

6

5
，5

5
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　　　　　　　　　読書科学
　　次点桑原隆4
　　注：第21位同点のため抽選により桑原氏が次点

B監事選挙
（1）～（4）理事選挙と同じ

（5）監事選挙の延べ投票数　　2名連記×110＝・220

（6）監事当選者　　2名

　　当選　山本晴雄　26　　当選　平沢　薫　25

　　次点岡田明6
C常任理事選挙

（1）有権者数　　　20

（2）投票数　　　　17

（3）無効投票　　　　0

（4）有効投票　　　17

（5）常任理事選挙の延べ投票数　5名連記x17＝・85

（6）常任理事当選者　5名

　　当選　福沢周亮　耳　　当選　倉沢栄吉　10

　　当選　増田信一　11　．当選　湊　吉正　10

　　当選　村石昭三　11　次点　岡本奎六　9

D　副理事長選挙

（1〉～（4）常任理事選挙と同じ

（5）副理事長選挙の延べ投票数　　17

（6）副理事長当選者　1名

　　当選　井上尚美　12　次点　村石昭三　4

公開研究会（2月18日）

午後2時半より筑波大学附属小学校で開催。講師＝角

尾和子会員，司会：福沢周亮常任理事。主題：r絵本の

文章はこれでいいのだろうか」，

第28巻第3号

公開研究会（3月24日）

午後2時半より筑波大学附属小学校で開催。講師：倉

沢栄吉会長，司会：阪本敬彦副会長。主題：r読んでわ

カ・るということ」

常任理事会（3月24日）

出席　倉沢会長　阪本副会長　井上　岡本　福沢　増田

　湊　村石各常任理事

欠席　滑川常任理事

1．読書科学刊行の件

第27巻第4号は，，約40日遅れて，2月7日に発送を完

了したことが報告された。

2．、常任理事の指名の件

役員選挙（別項参照）の当選者のほかに，会則第11条

により，岡本奎六氏を常任理事に指名したいと，阪本副

会長から発言があり，これを了承した。

昭和58年度における常任理事会出席状況

　　　　　　出席回数　　　欠席回数　・

井上尚美
岡本奎六
倉沢栄吉
阪本敬彦
滑川道夫
福沢周亮
増田信一
湊　吉正
村石昭三

5

7

6
・8

3

5

7

6

3

3

1

2

0

5

3

1

2

5
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