はじめに

中学年児童の叙述傾向
本

永

守

靖

﹁舟のり﹂ ﹁店﹂ ﹁そうがんきゃう﹂ ﹁あいの魚﹂ ﹁落し穴﹂

﹁こひあげ﹂ ﹁しぼきざみ﹂ ﹁かじか﹂ ﹁雪の日の教室﹂ ﹁をら

れたダリヤ﹂ ﹁どんどんやき﹂ ﹁こなひき﹂ ﹁かいもん神社のお

祭日﹂ ﹁ざぶとんと僕のじゅうどう﹂ ﹁美化作業﹂

中学年では文章表現力がいちじるしく伸びると言われるが'この
段階における文車の叙述形式は'実際にはどうなっているであろう

四年生(13編)

Ⅳ'緊密度がさらに増し︑文体に‑ズムが感じられて︑表現性の

肉づけされ'ふ‑らみのある表現となっているもの︒

Ⅲへ いちおうの骨ぐみがあって'適宜'描写や説明が加えられて

の展開だけの平板な叙述になっているもの︒

汀︑番こうとすることがらは統1的にとらえられているが'すじ

羅列しただけの'焦点のぼやけたもの︒

I'ことがらを'あれもこれもと(不要なものまでもとりあげて)

そ次のようになるであろう︒

叙述力の発達という観点から生活文の類型を想定すると'おおよ

l︑生活文の類型と中学年の文章表現

参拝﹂ ﹁殻から出るせみ﹂ ﹁てぐりのてつだrjL ﹁蜂﹂

ゐろり﹂ ﹁讃方締円﹂ ﹁カナ‑ヤ﹂ ﹁冬の夜のスケッチ﹂ ﹁神社

﹁米うけ﹂ ﹁けん‑わ﹂ ﹁いねはこび﹂‑﹁朝﹂ ﹁いも掘り﹂ ﹁

か︒このことを生活文に即してみていきたいO生活文は'形態的に
未分化'包括的という特性をもっているため'これによって'それ
ぞれの発達段階における文章表現の全般的傾向を知ることができる
と思うのである︒
調査対象として'﹁全日本子供の文章﹂ (綴方学校編<編者石田
宗拾>'厚生閣'昭は)に収められた三'四年生の文章をとりあげ

本番は'全国各地の教師から送られて‑る児童作文を掲載したも

る︒
のである︒と‑に優秀な入質作品ということではない︒稚拙な作文
もまじっている︒いちおう標準的文章とみることができるように思

なかには日記文・説明文も数稲はいっているが︑これらを除い

IB

て'つぎの文章に限定した︒いずれも展開的記述を主とした生活文
三年生(15編)

である︒
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高い文章となっているもの︒
ⅢとⅣは'さらに︑樫皮の低いものから高いものへ'発達段階を
ところで中学年児童の文章は'右の発迂過程のうち'Ⅲのある

小分けすむごとができよう︒
段階まで迂していると思われる︒

ヽ

ヽ

ヽ

富田瑞穂氏は︑中学年児童の生活文について'つぎのように述べ
ている︒

のだ︒何か書くべき材料があると︑あったま1を書いたのだ︒と

を得させるものが極めて多い︒.今までは'大体そのま1であった

ころが'尋常三年になると'これまで︑断片的に指導された零細

な知識を生かして︑もはやそのまゝには書かないのだ︒その知識

﹁児童文の批評と荒質と文語と朝方の研究Ⅲ﹂昭7'惇生閣古

的効果がかなり有意義に文に働き出してくるのだ.﹂ (千葉春雄

す︒その結果作者があるテーマを文字で表現しようとするとき'

摘している︒三'四年生は'素材を無頓着に並べたてることをせ

両氏とも中学年児童の文章表現が上記Ⅲのレベルにあることを指

四二ページ)

﹁一般的には'三年生は'詳述に入った期である︒﹂ (同上古三

店'三八〇ページ)

具体化するために︑意識する表現能力ができてきます︒意識する

ず'意識的に撃見て︑細かい昧つけをほどこし'色どりを添えよう

﹁次には.中学年の生活文は低学年に比較してちみつになりま

表現能力にはどんな要素があるかといいますと'説明する能力'
2BTC

しこむ能力などです︒﹂ (吉田瑞穂﹁児童文の見方と表現指導'

解説する能力︑会話を入れる能力'周囲を描く能力'考えをとか

﹁児童の作文能力の発通の上で著しいものに記述力(いわゆる

ている︒

このことは'国立国語研究所のおこなった調査でも明らかにされ

とする表現態度を身につけているようであるO

中学年﹂昭40'東洋館出版社︑六三ページ)
ノ﹁三'四年生の子どもの場合にはしたことを中心に'つまり行
動の順序に書いていきながらまわりのことと迫関して表現してい

表現力'叙述力)があり'それは次の諸徴帳として現われるo

この描写力の発達を促すものとして'観察の口が開けてくるo

中学年から描写力が著しく伸びる︒

くのですOそれが'低学年よりもゆたかになります︒﹂ (同上諾
二〇九ページ)

明治図書'三三一ページ)

うになる.﹂(国立国語研究所﹁小学生の言語能力の発達﹂昭輿

会話を使用して︑情景・場面をいきいきとすることができるよ

K
f
c

客観的・n'体的描写ができるようになるのも中学年からであ

千葉春雄氏は︑三年生の叙述の特徴として'つぎのことを指摘し
﹁次に︑この頃の特色とも見らるべきことは︑文が整頓し出し

ている︒
てくるといふことである︒
文の段階の切り方でも'文の書き出しでも'文のをさめ方で
も︑叙述の順序でも︑概して意識的で'その結果当然整った感じ
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へ書方を習ひに行きました︒(﹁書方練習﹂)

︒私は一学期のはじめに'お父さんに連れられて'影山先生の所

このような書き出しは.過去の経験を題材とする生活文において

以上'中学年における文章表現の類型がおよそどういうものであ
るかをみてきたが'つぎに︑前掲二八稲の文章について︑観点を定

ることによって'叙述内容に枠づけする効果が生じている︒素朴な

は'ごくしぜんな叙述方法といえる︒最初に時をあらわす語を入れ

めて'具体的に検討してい‑ことにする︒
二'書き出しと結び

時+事情'状況

ている︒

後半の叙述は'事件の発端というより'話題をまとめて示したもの

たばかりの時僕はけん‑わをした.﹂というような叙述であるが:

A4も︑A5とほほ同じような古き出しであるo ﹁四年生になっ

がら'構想意識がはたらいているとみてよいであろうO

時十人物
時+話題

らわす文かつづいてt Aの45と同じような内容となる︒A6は'

Aの123は︑書き出しの一文のあとに︑事件や行動の発端をあ

文が長‑なるので'分割されて︑45の形式になるのがふつうであ

時十事情'状況+事件'行動の発端
所+状況+事件の発端

(事情'状況十時+事件'行動の発端)

である︒このはうが'叙述内容の輪郭を推測させる古き出Lになっ

時+事件'行動の発端

時.

文例の書き出しを類別すると'およそ次のようになるo
Al

B1

C

会話(話題'行動の発端)

情景描写

行動の発端

︒とうLをもって革(水草) へいった︒(﹁こなひき﹂)

oリヤカIでおかざりをはこんだO (﹁どんどんやき﹂)

Cの諾き出しはt

ろう︒

D

2 状況+行動の発端

E

︒ふと目がさめた︒(﹁神社参拝﹂)

などのようなものである︒Aの書き出しに比べると︑やはり唐突な

このうちt AとCの書き出しが一般的で︑ほぽ類型化しているo
Aでは5のはあいが大部分を占める︒例をあげると'つぎのような

の光が'庭いっぱいにさしてゐます︒﹂ (﹁をられたダ‑ヤ﹂)と

Dの﹁情景描写﹂で始める書き出しは1例だけである︒﹁太やう

の端緒として認識されているにすぎない︒

感じがするo・これは'破題法の効果をねら.ったものではな‑'行動

︒五月頃'お父さんが'かじかを大山から二匹取って来られた︒

ものである︒
(﹁かじか﹂)
︒1年生の時︑おばあさんの親元に行った︒(﹁ゐろり﹂)
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2
3
4
5
6

ている︒そのあとに話題が展開する形になっているが'効果はとも

あって'同じような情景描写の文が二文つづいて冒頭段落を形成し

書き出しと呼応して︑叙述内容の枠づけに役だっている︒

られる蛇足的叙述であるが'文例(﹁しぼきざみ﹂)のばあいは'

に次の行動をまき加えているものがあるoこれは低学年にはよくみ

︒僕はそんなほうけんがすきなんだけど'お母ちゃんが泣いて心

る意識が強くはたらいている︒

Bの結びは'つぎの例にみられるように'文をしめくくろうとす

か‑'表現意識の発達をっかがわせる手法である︒
ママ

Eの会話表現による書き出しは︑四年生に二例みられる︒
言はれた︒(﹁いも掘り﹂)

︒これからはだんだん寒‑なるから死なぬやうにかはいがってや

配するのがいやでそれからはし皮もしません︒(﹁舟のり﹂)

︒﹁昼めし食たらいも掘りだど︒﹂と'父が口をもごもごさせて
︒﹁ねえちゃんざうきんぬうてんよ'あした持って行かにゃあい

(結び)それからはあんまりけんくわはやらない︒(﹁けんくわ﹂)

(書き出し)四年生になったばかりの時僕はけんくわをした︒

(﹁しぼきざみ﹂)

が'さっきのづがかきをおもひだして'づがかきをしました︒

(結び)ば‑はこたつにあたって'何しんべがなあと考へました

ろ︒﹂といはれた︒

かみを取りに行かうとしたら'おばあさんが﹁照雄しぼきざみし

(書き出し)ぼくがこたつにあたって'づがかきしやうと思って.

しており'構想力の発達が認められる︒

当な叙述になっている︒つぎにあげる例などは'みごとに首尾照応

このように︑構想力の末熱さを示す結びもあるが'全般的には妥

箱のゑは乃木大将のゑです(﹁店﹂)

o (そして家に帰って'ちょ金箱にその金を入れた︒)←ちょ金

例などはそうであろう︒

しかし'Bの﹁説明﹂には'蛇足と思われるものもある︒つぎの

ろうと思ってゐる︒(﹁かじか﹂)

けんけん︒﹂ (﹁冬の夜のスケッチ﹂副題﹁ざうきんぬひ﹂)
例にみるとおり'話題を提示し'行動の展開を予測させる効果的
な書き出しである.かなり発達した表現力によるものといえよう.
しかしt DEのような表現は例外的である︒要するに'中学年児
童の書き出しには'いろいろな型の訴芽はあるが'まだ表現の多様
さはみられないといってよい︒
つぎに'結びについてみることにする︒結びの叙述はつぎのタイ
A'1連の事件'行動の終結

プに分けられる︒
Bt感想や説明
ct 情l;ォ;描写

Dt疑問に対する解答
右のうちcDは1例ずつで'他はすべてABの叙述になってい
るo Aが17編'Bが9扇である︒
かたによっては'連続の中途過程と思われるものも数例ある.ま

Aのはあいは'必然的な終結と認められるものの他に'受けとり
た︑1例だけだが'中心話題としての行動が終結したあとに'さら
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二︑叙述の展開
文章表現力の発達レ'ベルをみる7つの観点は︑文のつづきぐあい
が'意味のう一打で緊密であるか'形式の面でなだらかであるかとい
うことであろう︒
この観点から文例をみると'やはり不必要なことがらの記述がみ
られるO Tつほ'主題と関係のないことまで諮いてしまうはあいで
ある︒主題意識が明確でなく'梢想が破綻している例であるが'こ
れは二 二指摘できる程度である︒

かういふわけからであった︒(﹁けんくわ﹂)

・僕はおぢいさんがゐるから'いやと吉はれないo

2︑前文の語句で受けるO
言ふと'(﹁舟のり﹂)

l叫刊と

.僕が顔を見たので︑もうl度﹁大丈夫かい︒﹂と云った︒l

3︑前文の内容と関連のあることばで受ける︒

叫朝川割判到司H叫なと'(﹁丹のり﹂)
B接続語句でつづける︒

ア'だから︑それで'なぜかといふと'

‑'接続詞'接続詞に準ずる述語でつづける︒

イ'ところがへ けれども'それだのに'

もう1つば'なんでもかんでもくどくどと古くばあいであるO こ
とがらをぐわし‑雷こうとして'放末なことも省略せずに許いてし

ウ'そして︑それから︑すると'また︑そうしたら'続いて'

Lまひに'やっぱり'ど

︒いよいよ'やっと'まだへもう'まもな‑'やがて'だんだ

C副詞や︑副詞に準ずる述語でつづける︒

.
も
'

︒うちにかへると'行ってみたら'泣くのをやめようと思って

2︑接続助詞を伴う文節でつづける︒

そのとき'

まうわけである︒この傾向は1般的とはいえないが'かなり見うけ
られる︒たとえば次のような叙述である︒
・01分間ぐらゐたって本を持って釆なさった︒みんなで十さつば
かりでした︒自転車の所まで持って行って︑自転車のしりをおく
所において'ひもがきびってあったので'ひもをほどいて'そこ
においたoそしてまたきびった︒それから自転車をとめるのをは

ん'とうとう︑まづ'今度は'次はt

なして'かけ足のやうに走って'足をお‑所に左足をかけて右の
足でぴょんぴょん足をついた︒さうしてのった︒(﹁店﹂)

うも'道よく︑

u<・;︑詣でr蝣Y‑け10‑

ると︑1週間ぐらゐた・った時'九月頃にはt

o少したって'日がすっかりくれて'しばらくして'翌日にな

D時間の推移を示す表現でつづける︒

つぎに1文と文の逆接のしかたをみてみよう.文例にみられる代
A前文の内容を後文のなかにとりいれる︒

表的な型をあげると'つぎのとおりである︒
1︑ 指示語で受ける︒
︒四年生になったばかりの時僕はけんくわをしたo←到れ副
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棺景描写'背景描写は'人物描写ほどではないが︑それでもかな

り見うけられる︒四年生になると'意識的に効果をねらって場面や

oおばあちゃんは'むぎのいったのをもってきて'ゐねむりをし
てゐる︒l﹁おばあちゃん︒おきてよう鬼とりんちゃらにゃ﹂

状況を描こうとする傾向が出て‑るようである︒・

O夕班空がまっかになって'あたりも赤い色に染って来た︒とび

匹も休んでゐて'¥i.rtのにはひがしてゐた︒(﹁けんくわ﹂)

Oあたたかい日だったo馬預かんのんのところに荷馬車の馬が何

といった︒(﹁こなひき﹂)
右の形式のうちt Bの1(接続詞による近接)は'窓外に少ない︒
総じて'文と文はなだらかに連接されている︒しかし'﹁そして﹂

oあとは又静かな雪とおしぎりの昔となはをなふ音がt Lばら‑

が'羽をのはして'すいすいと飛んでゐた︒(﹁いも掘り﹂)

﹁さうして﹂ ﹁それから﹂ ﹁すると﹂ ﹁今度は﹂などの多用がめだ
って'平板で幼稚な印象をうける文革も数編ある(﹁店﹂ ﹁さうが

が夙にゆられたやうにゐねむりをして﹂などのやうな独創的表現も

比哨淡硯は少ない︒﹁ロをラッパのやうにとがらせて﹂'﹁ささ

方言などもはいっている︒

語'擬声語'心情語などが多‑用いられる.そのなかには新造語や

描写の手法としてめだつのは情態副詞の使用である︒と‑に擬態

つづいてゐます︒(﹁冬の夜のスケッチ﹂)

んきゃう﹂ ﹁ざぶとんと僕のじゅうどう﹂ ﹁湘L.方締習﹂など)O
四︑描写と説明
中学年児童の描写力はかなり発達しているようである.数稲は筋
だけの文章になっているが︑大部分の文革は'ある琵皮︑描写によ
る肉づけができている︒と‑に'人物描写'なかでも衷帖や姿'動

あるが'大方は'﹁お祭のやう﹂ ﹁ゆきのやう﹂ ﹁氷のやう﹂など

作の描写がめだつ︒例を示すと'つぎのようである︒
・﹁ふとってぶり!＼してる藤田さんの血﹂ ﹁おこったやうなか

の類型的表現である︒

ラッパのやうにとがらせて﹂ ﹁鼻をほじりながら﹂ ﹁用心深さう

ける会話の内容は'事件の進展'記述のしぜんな展開としてとらえ

生活文の叙述の大きな特色であろう︒しかし'中学年の生活文にお

会話表現は'調査したすべての文章で用いられている︒これは'

ほ﹂ ﹁泣きさうなかは﹂ ﹁だるまのやうなかは﹂ ﹁しかめつらを

に﹂ ﹁心配さうに﹂ ﹁ロをもごもごさせて﹂ ﹁Lはをよせて﹂

いえない︒むだも多い︒なお'会話のことばは'ほとんどが方ITP

られているばあいが多く︑行動描写'心理描写を意図しているとは

して﹂ ﹁なんだかふしぎさうなかほ﹂ ﹁ねむさうなかほ﹂ ﹁口を

︒﹁ささが風にゆられたやうにゐねむりをしてゐなさる﹂ ﹁手を

生活文における説明は'小作や行為が間組的に展開してい‑過程

描写に‑らペて'説明の挿入は少ない︒

で'忠凶せずに描写の効果をあげている︒

ふところにいれて︑かしぎうが方を見て'目だけで笑ってゐた︒﹂
﹁はちまきを頚にまいてあせびっしょりで﹂ ﹁シャツのボタンを
︒﹁大またに歩いて来て﹂ ﹁手に‑っついた小﹂をなめ/＼﹂

はづし汗みどろになって﹂
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で'いったん流れを止めて'郡精を詳述したり'股関や理山を述べ
たけするときにとられる方法であるO主流をなす展開的叙述とはR,
質のむのである︒しかも'思考活動にもとづくものである︒初期の
発達段階にあらわれることが少ないのは当然といえよう︒中学年で
も'三年生のときより四年生のはあいに多くなっている︒
説明の表現としては'たとえば次のようなものがある︒
ト理由の説明
︒それはかういふ柑功利考J叫O

んりだから

・︒なぜかといふとt,ねんを入れて讃いて︑たくさん司川d刺引竹
KZサ
︒雪のあるうちにまけば'そりではこぼれるので'
I
3
Z
S
E

・OだからtでんぴょうをやればtJ.小金とおなじだから︑米が矧慧っ
るのです︒
︒だから今日は自分でこいでみたぐて仕様がな‑て'やっちまへ
と叫心‑J‑WQV‑'‑h'
2ことがらの解釈'原因理由の推測・

oかじかはいきた虫でなければ食べない︒

︒かぎのついたやうなしたを出して'かみもせずまるのみする︒

oねむれないことむありました.

4習慣的なことの説明

O私はどんなに1生けんめいに働いても聞け創叫叫い也が.

5これまでの叙述の概括

説明の叙述形式は'傍線で示したようにいろいろだが'﹁‑‑だ

からだ﹂ ﹁‑‑のです﹂の型がt般的である︒
五'心情︑感想の表現

文革に苔き手の物の感じかた考えかたが放映していなければ'読

み手の心に訴えるbのとならない︒まして生活文のばあいは'怖緒

性︑認識性が認められなければ'ことがらのたんなる羅列になって

しま・㌢どの程度に感性や知性がとけこんでいるかということが'

去規のゆたかさや深まりを測る尺だとなるであろうO

ところで'諮き手の帖緒や認識は'特定の形式によrてあらわさ

れるものではないo題材のとりあげかたにも'すでに筆耕の心がは

たらいている0さりげないことはづかいや文事の調子にも'筆者の

感情を読みとることができる︒児竜の生活文についても閉じことが

いえるが'以下には'便宜上'はっきりと心肺をあらわす語や感想

︒田村君ははじめ豊君のみかたをしてゐたが'供が泣いたので供
のみかたに瑚盛増︒

︒二人とも乗りたがってゐ蝣U'xo:

・雪が積むと' 叉Lはら‑は仕小がs^;?sか引甘利, "r,rv‑

︒﹁うれしかった﹂ ﹁うれしくて!＼J ﹁うれしくてたまらなか

る︒

心帖をあらわす語句や去硯としては'つぎのようなものがみられ

(考え)を述べた表現をみていくことにする︒

‑フジオのfc'j楽もす‑vJ‑UEWt‑1'

︒雨のせいだらうと思った︒
3事実の説明
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った﹂ ﹁よろこんだ﹂ ﹁こりゃうまいと思ったのです﹂ ﹁しめた

綴ってゐる﹂ (飯田恒作﹁綴る力の展開とその指導﹂昭l・培風

頃の児童(筆者江︑三年生のこと)になると'多くの児童は感想を

が過去形表現になりがちである︒文末がすべて﹁た止め﹂である

生活文は'﹁〜した﹂ ﹁〜しました﹂のように'文末のほとんど

六︑文末表現

が主で'﹁思ったこと'考えたこと﹂はまだ少ないようである.

館'一五七ページ)と述べているが︑感想の内容は﹁感じたこと﹂

と思って﹂ ﹁昏方に行くのがたのしみです﹂ ﹁知らず知らずおも
o﹁早く遠足が来ればい1がなと思って﹂ ﹁早くださないかなあ

しろくなり﹂
と思った﹂
o﹁いっかうおもしろくないので﹂ ﹁やでたまらなかった﹂ ﹁あ
o﹁かなし‑なって﹂ ﹁胸がこみあげるやうにかなしくなってき

調で散漫な叙述になってしまうOなだらかで'しっくりした感じの

と'よほど文の内容やつながりかたが適切なものでないかぎり'単

あ'やだやだtと思った﹂ ﹁こまると思った﹂
た﹂ ﹁さみしい気がした﹂ ﹁がっかりして﹂

文車は'文末に変化がある︒文末表現の形式は'衷現力の発達をみ

.﹁にくかった﹂ ﹁にくくてたまりません﹂ ﹁にくらしい﹂ ﹁く
やしくなって﹂

る一つの指標といってよい︒

に応じて生じた傾向であろう︒つまり'ただ事件の展開を叙述する

なるoこれは'この期の児童の・ものの見かたが多角的になったこと

なっている︒中学年になって'種々の現在形表現を挿入するように

低学年の生活文における文末形式は'やはり'ほとんど過去形に

︒﹁はづかしくて﹂ ﹁僕は赤くなって﹂
o﹁びくぴ‑してゐたら﹂ ﹁おっかなくなった﹂
心情をあらわしている語や表現は︑このほかにもた‑さんある

だけでな‑︑さきにみたとおり'説明や感想を書き加えるようにな

が'そのほとんどが概念的な表現になっている︒
感想(考え)は'推測や解釈としてあらわれるぐらいのもので'

まず'説明したり︑感想を述べたりするときに現在形が用いられ

文末表現の例をあげもその叙述傾向をみてみよう︒

さて'文例のばあいはどうなっているであろうか︒過去形以外の

ているとみられる︒

もあるであろうが'文の調子をととのえようとする意識もはたらい

歴史的現在の表現形式のばあいは'緊迫感'臨場感をねらう意図

るために'文表現に変化が出てくるわけである︒

つぎにあげるような筆者の認識をあらわしたものは少ない︒批判は
高学年をまたなければ出てこないようである︒
oちっと位きけんをしなけりゃ何だってうまくならないのに'藤
田さんは﹁大丈夫か'大丈夫か﹂と心配ばかりしてゐる︒(﹁舟
のり﹂)
oぼくはそんなぽうけんがすきなんだけど'お母ちゃんが泣いて
心配するのがいやでそれからはし旺もしませんO (同右)
飯川恒作氏は'﹁低で作の児童は感想を箪りないOしかし'この
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ついての補足説明︑があるOと‑に棚の叙述方法に注目する必要が

巌敬礼だけにした︒ここは戦死した人が'祭ってあるのだと忠ふ

考へてみると豊君がに‑らしい︒﹂ (﹁けん‑わ﹂)︑﹁ここでは

Ei﹁うちの巾でl生けんめいで'鏡をみたりしてゐたO﹂ (中略)

ってゐらっしゃいます︒﹂ (﹁書方練習﹂)

あろう︒

と'浜が山そうになる︒﹂ (﹁神社参拝﹂)

ちる︒﹂ (﹁こなひき﹂)へ ﹁すると'ばっちゃんは︑にこにこ笑

山﹁今年はまだぬ‑いので時々鳴く﹂ (﹁かじか﹂)'﹁ 方は一

仙﹁おつけ鍋を火にかけておいて'しけるに新物を着せてやる.着

る︒これにはt m執筆時点における事実の叙述'Ei執筆時点におけ

週間に1ペんです﹂ (﹁番方練習﹂)

せてしまってもまだしげるは泣いてゐる︒﹂(﹁朝﹂)'﹁シャポロ

る感想の叙述'仙1般的事実'習慣的事実の説明'仙前文の内容に

俗﹁あす・0又かたかなければならない﹂ (﹁いねはこび﹂)'﹁今
﹁(前略)かはいがってやらうと思って居る﹂ (﹁かじか﹂)

いる.﹂ (﹁落し穴﹂)'﹁かい道の方に行くとどこからと・Jjなく

を持っていないので'手でそこらへある雪のかたまりをひろって‑

>蠎

夜は(中略)'よ‑ねむられるであらう﹂ (﹁冬の夜のスケッチ﹂)へ
畑﹁かじかはいきた虫でなければ食べない﹂ (﹁かじか﹂)'﹁い

ぴいくカナ‑ヤのかはい1なき声が悶えるO﹂ (﹁カナ‑ヤ﹂)

ると'﹁〜のです'﹂﹁〜であらう﹂﹁〜らしい﹂ ﹁〜やうだ﹂ ﹁〜

文末が現在形になるはあいをみてきたが'その形式に注意してみ

やと冨ふと'おぢいさんにしかられる﹂ (﹁しぼきざみ﹂)
帥﹁僕はその頃(中略)t やうやく少し舟がこげるやうになってゐ

なければならない﹂ ﹁〜さうだ﹂ ﹁〜たくてたまりません﹂など'

たのです﹂ (﹁舟のり﹂)'﹁雪のあるうちにまいておけば(中略
)︑ペんりだからです﹂ (﹁こひあげ)﹂'﹁雪がつむと︑又しば

いろいろな陳述に応じて変化していることがわかる︒

のようになっている︒

る指標でもある︒このことを調査対象の文苛についてみると'つぎ

文末の形式は︑その文章の文体が敬体であるか常体であるかをみ

ら‑仕事が出来ないからであらう﹂ (﹁冬の夜のスケッチ﹂)'﹁
二人とも乗りたがってゐたらしい﹂ (﹁舟のり﹂)
つぎに'歴史的現在のばあいがある︒これはtと‑に仙事件の進
渇自分の心理・感燈せあらわすとき'仰過去における事件や行動

行にともなう状態や動作を描写するとき'惚事件の展開過程におけ
を'目前におこっているような劇的効果をねらって叙述するときt
などにあらわれる︒
ってゐる︒﹂ (﹁冬の夜のスケッチ﹂)'﹁ようつけてから'小さい

m﹁小さい雪が首や肩にふきつけて来た︒とはくの山がどうっと鳴
とうLにこを入れてもらった︒ゆすると白いこが'ゆきのやうにお
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‑〜・録の下の数字は︑混用の群皮を考慮して'ほんの少し'敬体
であるOこれでみると'敬常の不一致がみられること'三年生では

常体の1方がはいりこんでいるものを敬体'常体にふりわけたもの

体が大部分を占めることなどが中学年の傾向ということになろう︒

敬体'常体の割合は半々であること'四年生では︑敬体が減って得

おわりに
以上'中学年児童の生活文における叙述傾向をみてきたが,総じ
て言えることは'多様な表現の嬰牙がみられ︑表現がふくらんでき
ているということである︒しかし'そのじゅうぶんな開花は高学年
低学年'高学年のはあいとの比較をすれば'その特性はさらに汁

段階をまたなければならないようである︒
きぼりにされるであろうOまた︑分析の槻点をふやすことによっ

至‑'‑1Iは'中

(琉球大学教育学部助教授)

‑小1∵‑‑:j¥i;∴J・,汀.い?‑‑:‑.';;"*'‑:.;‑1;.

て︑より総合的全体的な把握ができるようになるのは亭っまでもな
するにとどめた︒
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