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バーニストンの音声国語評価諭

安 直 哉

1本稿の目的

イギリスの教育科学省の中に､1975年に学力評価室が設置された(注1)｡学力評価室

では､それまでイギリスで行われたオーラシーの評価･調査の代表的なものを概観して

いる｡その中に次のような記述がある｡

音声国語連盟の評価手順(特にバーニストンの1968年版と1982年版を参照)は､表

面的には､広く行われている中等教育資格試験(CSE)第一方式の体裁に似てい

る｡そして､実際､音声国語連盟の評価手順は､中等教育資格試験の口頭試験の発

端を形成するのに影響を与えた｡(APU(1984,1987)pp.6-7.)

初期の中等教育資格試験における音声国語試験については､拙稿(注2)で論じている｡

上の引用文に拠れば､中等教育資格試験に､音声国語連盟の評価手順が影響を与えてお

り､それは､バーニストン(Burniston,C一)の1968年の著作と1982年の著作とで知るこ

とができるという｡バーニストンのこれらの二書は､イギリスの中等音声国語評価を知

るうえで､重要な資料と言える｡1968年の著作とは『創造的口頭評価-その領域と鼓

吹-』(Creα血e OrαJAssessme叫J乙S5c叩eα几d5乙;m㍑∠αS.)(以下､1968年

版と呼ぶ｡)であり､1982年の著作とは『創造的口頭評価一口頭技能に関わる教師と

試験官の手引き-』(Creα£∠ueOrαgAssessmerLと,αたα几d占00ん/orとeαCんersαれd

eェαm∠几er5q/orαgSんよg～s.)(以下､1982年版と呼ぶ｡)である｡

二書の書名は､主題目が同一で､副題目が異なっている｡内容は九割以上異なってい

る｡しかし､部分的では應るが､類似の文章箇所がある｡本稿では､この類似の文章箇

所の主要な部分を考察していく｡類似の文章を再度掲載するというのは､その内容が氏

の音声国語評価論の基本を述べていると考えられるからである｡

類似の文章といっても､まったく同一というのは稀である｡多少の加筆･変更がなさ

れている｡その加筆･変更が本質的なものであるか､それとも末梢的なものであるかを

検討することで､氏の音声国語評価論の基本の変化の有無を検討するのが本稿の目的で

ある｡
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2 試験官の資質と技術

集団場面での音声国語試験の試験官に求められる資質と技術について､1968年版では

次の17項目が掲げられている｡長くなるが､すべて引用する｡

1､彼は心から人々が好きでなければならない｡

2､彼は､人好きであることを示さねばならない｡

3､彼の声と話し方は明瞭で活力に満ちているべきである｡

4､彼は､自分自身に広範な関心を持ち､他人についての関心や感動を受容しなけ

ればならない｡

5､彼は､それぞれの個々を個人として扱い､そして(これが最も重要なことであ

るが)社会に役立っ者として扱わなければならない｡

6､彼は､徐々に不安で自信をなくしていったり､あるいは鏡舌か口論好きのため

に注意が偏向しているといった､そうした受験生に理解を示すべきである｡

7､彼は､｢話の舵取り｣について予め考えを持ってあたってはいけない｡しかし､

受験者が自分の考えを広げようとするところで､要点を追っていける用意ができて

いるべきである｡

8､彼は､本当に関JL､があって聴くのであって､単に試験官であるからという理由

のみで聴いてはならない｡

9､彼は､純粋な質疑の気持ちから質問をしなければならず､受験者と試験官との

知識の隔たりをさらすという意図で質問をしてはならない｡

10､それにもかかわらず､彼は､受験者がより深い思考過程に到達できるように綿

密に質問をしなければならない｡

11､披は､受験者が､要点を引き継いで発展させるような方法で質問を工夫しなけ

ればならない｡

12､彼は､たとえ受験者が未完成と思われる話材や平凡と思われる話材を選択した

としても､努力の成果であると感じられる限り､その選択を尊重しなければならな

い｡彼は､その次の段階で､示唆を与えて､話し手の自らの水準の向上を促進させ

るような娩曲的な批評を与えることができる｡

13､彼は､提示された話材から生じるであろうスピーチ場面をすばやく感じ取らな

ければならない｡彼のこの態度は､受験者が弱い点を克服したり､様々な試みをす

ることを援助するような志である｡

14､彼は､受験者が過度の強い緊張にあるかどうかに気づかなければならない｡そ

して､緊張から解放させる機会を与えなければならない｡例えば､活動的な実演を

させ■､視覚的援助で緊張の詳細を指摘する｡そのような肉体的に目的をもった作業
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を与えることで､緊張はうまく緩和される｡

15､彼は､試験の間､質問項目を紹介したり､聴衆から興味や質問を引き出すこと

で､聴衆を､話し手と相互に作用し合う完全に敏感な聴き手として巻き込まなけれ

ばならない｡

16､彼は､最後の受験者が､最初の受験者と変わりなく迎え入れられ､口頭での愉

快なやり取りカさできるように､楽しく｢共有された｣軽快な雰囲気を創造し､維持

しなければならない｡

17､(音声国語連盟の試験では)彼は､受験者と教師に理解されるような､建設的

な批評を短くコメントとして書き記さなければならない｡(傍点は原文イタリック

体)(Burniston,C.(1968),pp.10-11.)

以上の17項目が1968年版には掲げられているが､これが､1982年版では､19項目になっ

ている(Burniston,C.(1982),pP.17-18.)｡追加項目を検討する前に､まず､上記の17

項目について､1968年版と1982年版との主な相違点を以下で見ていく｡

まず､第1項目には､1982年版では､｢人々といてくつろげなければならない｡｣とい

う言葉が加わっている｡試験官の資質として､人と接するのが苦にならないばかりか､

人といることでくつろげることが必要とされている｡バーニストンは数多くの試験官を

養成するなかで､対人関係に卓越した人材に適正を見出したのであろう｡

第10項目の｢綿密に質問をしなければならない｡｣が､1982年版では｢綿密で､ソク

ラテス式の問答法で質問をしなければならない｡｣と加筆されている｡ソクラテス式の

問答法の持っ､学習者の認識を開発していく効果を重要視するようになった結果なので

あろう｡

第13項目の｢彼のこの態度は｣が､1982年版では｢彼のこの即興の態度は｣と加筆さ

れている｡場面の変化に応じた俊敏な即断力が､試験官には必要であることが強調され

るようになった｡

第14項目の受験者の緊張を和らげる方法の例として､1968年版に書かれているものの

はかに､1982年版では､｢評価者や他の受験者や集団の他の人に物事を教える｣という

例が加えられている｡自分の知っていることば他人に教えるのが比較的容易であり､そ

のような音声国語活動をすることで､緊張をほぐしていけるという判断なのであろう｡

第15項目の｢試験の間｣が､1982年版では｢評価の日の問｣に変わっている｡音声国

語連盟の音声国語評価が一日がかりの長時間の活動であることが､ここからわかる｡

1982年版では､さらに次の二項目が加えられている｡

18､しかし､彼は､受験者が話をしている間に､あまり多くのコメントを書くこと

で､受験者の注意を散らしてはいけない｡純粋なアイコンタクトと聴取が必須であ

る｡とはいえ､質問とそれへの回答が集団内で行き渡ったところで､メモを書き記
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すことは差し支えない｡

19､彼は､受験者を名前で呼び､好意的評価や丁重さでもって受験者集団を励まさ

なければならない｡しかしその一方､受験者集団には批判的な聴き手や反応者とな

るようにも指導しなければならない｡(Burniston,C.(1982),p.18.)

第18項目は､その直前の第17項目を受けて書き加えられた項目である｡受験者や担任

教師へコメントを書くことは必要であるが､それを受験者が話している最中に書いてい

たのでは､受験者の気が散って､試験に集中できない｡実際の試験において､そういう

状況が多くあったのであろう｡そのために､受験者が話している間は､試験官は受験者

の目を見ているようにという､第18項目の注意書きが加えられたものと思われる｡

第19項目には､試験官の､受験者集団に接する態度が書かれている｡親和的な雰囲気

を保ちっっ､厳しい批評もなされる場を期待している｡

試験官の資質と技術に関する条項を見る限り､全般的には1968年版と1982年版に大き

な変更は認められない｡しかし､受験者集団の緊張を和らげ､打ち解けた雰囲気を形成

するような努力が､試験官の技術として､より一層求められるようになったことがわか

る｡

3 個人研究発表

3-1 個人研究発表の原理

個人研究発表がバーニストンの評価課題の一領域となっている｡個人研究発表に関し

て､1968年版では次のように善かれている｡

まず第一に､個人研究発表は､個々自身の技能や発見や調査や関心に関係がなけ

ればならない｡本質的に実地のものであり､口頭での解説と同様に､手先と頭脳と

が対等に伴うようになる｡個人研究発表は､話し手が実演するある種の科学的過程

の解説であったり､詳細に研究された現地調査のうち､ある小さな地域に焦点を合

わせる場合もある｡(Burniston,C.(1968),pp.12-13.)

一方､1982年版では次のように書き換えられている｡

まず第一に､個人研究発表は､いかにその研究題目が単純なものであっても､ま

た複雑なものであっても､個々自身の技能や発見や調査や関心に関係がなければな

らない｡口頭での解説とともに､手先と頭脳とが対等に伴う､労力を使う技能であ

る｡グローブの作り方､ハンドベルの鳴らし方､蝋染め法､製本の仕方､羊の毛の

刈り方､テーズスフレの作り方､木材のあり継ぎ､映画の発達など｡個人研究発表

はある種の科学的･技術的過程の解説であってもよい｡牛乳の低温殺菌法､核分裂､

四サイクルエンジン､｢アップルコンピュータ｣､ワードプロセッサー､マイクロオー
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プンなど｡(Burniston,C.(1982),pp.19-20.)

1968年版の｢本質的に実地のものであ｣るという文言が消えて､その代わり｢労力を

使う技能である｣という言葉が加えられた｡科学技術が高度に発達した結果､子どもた

ちの身の回りの道具でも､実地に調べるのが困難な機器が増えてきたからなのであろう｡

しかし､文献等で間接的に知るとしても､本質を見極めずに安易に結論を出す傾向を戒

める意味で､｢労力を使う技能である｣点を強調したと考えられる｡

1968年版では､個人研究発表は｢科学的過程｣に限定されていたが､1982年版では

｢科学的･技術的過程｣と書き加えられた｡1968年版では､個人研究発表の例が書かれ

ていないため｢科学的過程｣と言われても分かりづらい｡しかし､1982年版では例が示

されており､身の回りの科学技術の成果や製品について調べているのがわかる｡

1968年版では､｢小さな地域に焦点を合わせ｣た｢現地調査｣も､個人研究発表に含

まれているが､1982年版では､こうした地理的研究には触れられていない｡地域社会は､

個人研究発表の恰好な材料と考えられるが､それが省かれた理由は不明である｡

3-2 個人研究発表の評価法

個人研究発表の評価法については､1968年版と1982年版との間で相当重複している｡

1968年版では次のように書かれている｡

他のあらゆる音声国語試験部門と同様､ある受験者が平均点には位置づけられな

いとわかるまでは､とりあえず｢平均｣と仮定するのが便利である｡五段階で評価

するとしたら､最初の受験者はいわば羅針盤の磁針であり､第三段階の部類から始

める｡短所の要素があったら､磁針は右に振れる｡短所を埋め合わせる要素があっ

たら､左に振れる｡他の音声国語部門と同様､試験官は｢印象｣で採点する｡しか

しながら､経験豊かな試験官は､話の全体のなかの数多くの特定の箇所から採点を

導き出す｡音声国語連盟の試験官は､聴き損なったことで採点を左右しないように

指導されている｡真剣に聴いて即座の印象で採点するほうが､単に間違いを聞き分

けるために迅速に聞達った言葉や数を数えることで神経質にそわそわし､受験者を

援助しようとする視線を持たないで採点するよりも､ずっと信頼できる評価を与え

ることになる｡(Burniston,C.(1968),pP,21-22.)

一方､1982年版では､最後の一文が次のように変わっている｡

真剣に聴いて即座の印象で採点するほうが､欠点を聞き取るのに過敏になってメモ

を必要以上に書いているよりも､ずっと信頼できる評価を与えることになる｡微笑

みながらの集中や是認的｢視線｣のはうが､採点用紙やノートヘの視線よりも､受

験者にとって､はるかに受験がしやすい｡(Burniston,C.(1982),P.28.)

試験官は､受験者の話の途中でメモを取ったりするため､視線を受験者からはずして､
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メモのほうを見てしまう｡それよりも受験者の話を最後まで真剣に聴き､その直後の印

象で採点したはうが､結果は信頼できるものとなると述べている｡この点では､基本的

には両書とも同じことを言っている｡しかし､1982年版では､受験者にとっての受験の

しやすさということにも言及しており､受験者側のJL､理も考慮にいれた論述になってい

る｡

また､1968年版には次のような文が書かれている｡

もし受験者が(採点基準の五段階に含むこともできずに)｢採点不可能｣とか

｢落第｣と採点された場合､彼は考えを形成したり伝達したりするのに失敗したこ

とを表している｡(Burniston,C.(1968),p.22.)

しかし､1982年版ではこの文の後半に次のような言葉が続いている｡

しかし､受験者を､せめて五段階の下位レベルに｢入り込ませる｣ことができるよ

うに努力する｡試験官によるメモ書きが受験者に与えられたならば､上の段階への

道筋となるであろう｡(Burniston,C.(1982),P.28.)

五段階で採点されるのだが､最低段階の基準にも到達しない受験者がいる｡その場合､

1968年版では､ただ､｢採点不可能｣とか｢落第｣と判定するとのみ書かれている｡し

かし､1982年版では､せめて最低段階に入れるように試験官の側から働きかけの努力を

してみたり､次回は最低段階に入れるようにメモを受験者に残していくといった配慮を

書き添えている｡1982年版では､学習の指導をも視野に入れた評価活動になっているの

がわかる｡

1968年版の｢音声国語による個人研究発表｣の章は､次の文章で終わっている｡

もちろん､それぞれの言語運用の要素が成功しているかということの評価の幅は､

最後の段階づけで決められる｡例えば､きっちりと構造化はされていない話の方が､

むしろ､その即興性や生気という点で完全に成功していると言えることもある｡調

査をあまり必要としない題目では､受験者が実際の手作業をしたり､身体での実演

と､言葉での解説の組み合わせを通した上手な伝達も､個人研究発表に含めて考え

てもよい｡
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

●
●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

試験は､既存のアカデミックな学科の能力に基づくグループ分けによって影響さ

れてはいけない｡知能には多くの種類がある｡アカデミックな学科の能力が最も高

い受験者が､口頭コミュニケーションや感じのよい社交的触れ合いの面で限られた

能力しか証明されないこともあり得る｡(傍点は原文イタリック体)(Burniston,

C.(1968),p.22.)

1982年版ではこの後に､｢それとは逆に､アカデミックではない受験者が､書物とい

う書記言語に制限されない場面で､可能性の高さや､思いやりや話し好きな様子を証明

することもある｡｣(Burniston,C.(1982),P.29.)という文が続いてる｡
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両書とも､はぼ同様の二段落でこの章は終わっている｡最初の段落では､書かれた文

章を読み上げるような音声国語活動よりも､たとえ文章構造上の破綻は多少あっても､

即興的で生気のある音声国語活動のほうが優れていると指摘している｡また､調査結果

の発表という形式ではなく､その場で実演する個人研究発表の方法も認められている｡

音声国語に限らず､身体表現も評価の対象となり得ることがわかる｡最後の段落では､

既成のアカデミックな学問の能力の高さと､音声国語力の高さとが必ずしも比例しない

点を指摘している｡1982年版では､アカデミックな学問の能力の必ずしも高くない受験

者が､高い音声国語力を示す場合についても言及されるようになったが､バーニストン

の多くの経験がこの文を加えさせたのであろう｡

4 朗 読

高度な朗読の水準は以下によって導かれるとして､1968年版では次の八点が掲げられ

ている｡

(a)見て､話して､そして聞くという三重の影響力を通して､たいへん覚えやす

い文学に触れること｡

(b)読み手の感受性の向上を導き出すように､文学の表現法と書かれている内容

について､高度な審美眼で鑑賞すること｡

(C)他者の経験内容や談話との一体化を通じて､人間的な登場人物についてより

深く理解すること｡

(d)詩や演劇や小説などを個人的により深く享受すること｡

(e)印刷物から発生するのみでなく､読み手当人の話し方のリズムに影響するよ

うに､単語の価値をリズミカルに感受すそこと｡

(り良い朗読に潜在的に含まれるテンポやペースについて､本当の理解を示すこ

と(これが選択眼をもたらす)｡

(g)理解し｢要約する｣能力を基礎として､重要な語や句を強調すること｡

(h)通常の会話においても､声調や声域やペースといった､読み手当人の発音の

水準を向上させること｡(傍点は原文イタリック体)(Burniston,C.(1968),P.30.)

これに対して､1982年版では以下のような変更がなされている(Burniston,C.(1982),

p.36.)｡

(C)の｢他者の経験内容や談話｣が｢他者の経験内容や思想｣に変わっている｡こ

こでいう他者は､文学作品の作者のことであるから､1982年版の方が適切な表現であろ

う｡

(d)が削除されている｡(d)は読むことの指導･評価に関するものであり､朗読
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の評価には直接関係しないという判断であろう｡

(e)が､｢読み手当人の話し方を進展させるように､単語の価値をリズミカルに感

受すること｡｣と､すっきりとした表現にまとめられている｡

(f)が削除されている｡良い朗読を聴くというのは､朗読の評価というよりも､聞

くことの指導･評価で扱われる項目なのであろう｡

(g)が､｢重要な句や語がよどみなく口に出ること｡これを聴くことで解釈の仕方

がわかる｡｣となっている｡重要語句が特に流暢に朗読されることで､その文章が正確

に解釈されているかどうかをはかる指標となるという考え方が付加されている｡

(h)が削除されている｡(h)は朗読の評価というよりも､日常談話の発音に関す

る評価と言えるからであろう｡

なお､1982年版では､次の三項目が追加されている｡

･語彙を拡張すること｡

･構文形式を吸収して理解すること｡

･身体的にも精神的にも全人格を高めること｡(Burniston,C.(1982),p.36.)

特に最後の項目からは､朗読が人格の向上に繋がるという崇高な考え方が示されてい

る｡しかし､その根拠は明確にされていないため､説得力には乏しいと言えよう｡

5 暗 唱

5-1 詩の暗唱

詩の暗唱の評価法について､1968年版では次のように述べている｡

他の領域の評価と同様､話し手が平均でないとわかるまで､その話し手を平均点

と見なしておくのは良い考えである｡潜在意識において､精神的指針は(五段階の

うちの)中位段階の部分に迷い込んでいく｡平均的な言語能力であると言えるため

には､以下の基礎的要素がしっかりとできている必要がある｡

(a)詩が理解されていること｡

(b)言葉の順序を詩人の作った順序に従うこと｡

(C)解釈が音声として表現されること｡

(d)ことばづかいが理解したものと矛盾しないこと｡

もし､ことばづかいの感覚に破綻があったり､韻律が機械的に強調されるならば､

羅針盤の磁針は準低位段階の方に動くであろう｡もし､詩が本当に理解されなかっ

たり､本当に伝達されなかったならば､(これは稀なことであるが)磁針は最低段

階へ動くであろう｡

それとは反対に､語調や抑揚が鋭敏で､詩の意味を明確にするようにペースや抑
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制や句読を即座に変化させ､韻律に柔軟性を持たせたならば､磁針は準高位段階へ

動くであろう｡詩を完全に個性的体験とするように感受性を高め､詩人の形象を精

妙に音声と話し方で表し､快い調べが本当に伝達的であるならば､(これはかなり

稀なことではあるが)磁針は最高段階か特異な段階にまで動き切るであろう｡

(Burniston,C.(1968),pP.42-43.)

1982年版では､上の引用文の二行目の｢見なしておくのは良い考えである｡｣が､｢見

なしておくべきである｡.｣(Burniston,C.(1982),p.44.)に変わっている｡また､｢準高

位段階｣が｢準高位段階(称賛される段階)｣(Burniston,C.(1982),p.44.)に変わっ

ている｡いずれも微細な変更であり､詩の暗唱の評価基準は1968年版と1982年版とでは

ほぼ同一のまま保たれていると見てよい｡

5-2 演劇の暗唱

演劇について1968年版には次のような記述がある｡

本式に体験する演劇は､以下のような学習措置がとられるべきである｡

1､異なる人格に慣れるようにすること｡

2､登場人物の葛藤を認識すること｡

3､登場人物の意見の相違を受け入れること｡

4､他の人々との関係の中で想像的認識を発達させること｡

5､言葉に慣れるようにすること｡

6､他人の豊かな体験や作品を通して､自らの言葉の力を拡大すること｡

7､思考や感情の伝達のために音声や話し方といった道具を発達させること｡

8､身体と心とが反応して協調するよう発達させること｡

9､抑制された緊張状態から開放され､直接的な筋肉の力を創造的な筋道に開放

すること｡

10､発達の可能性を有する人格を開発していくこと｡

11､あらゆる経験に対して想像的認識を発達させること｡

12､集団のなかで､個人の十全な力を働かすこと｡

13､団体練習に没頭すること｡

14､台本がある演劇において､作者や演出家や(公演の場合の)聴衆に責任のあ

る態度を示すこと｡

15､衣装や小道具や舞台背景の創作や取り扱いを工夫に富むものにして､手先や

視線を絶えず批評眼をもって働かせること｡

16､集団全体の経験の一助となるように､細部まで忠実になし遂げる力を発達さ

せること｡(Burniston,C.(1968),P.45.)
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これらの箇条書きは､1982年版でも同一である｡演劇の学習の基準には変更はなかっ

たことになる｡

次に評価基準であるが､1968年版では次のようになっている｡

(a)意気込み｡

(b)努力｡

(C)想像的集中力｡

(d)動きの重要性｡

(e)話し方の重要性｡

(f)他の人々への応答｡(Burniston,C.(1968),P.49.)

これらの箇条書きも､1982年版でも同一になっている｡評価の基準にも変更はなかっ

たことになる｡

6 まとめ

バーニストン著『創造的口頭評価』の1968年版と1982年版とを比較してきた｡二書は

別の著作といってもよいほど書き変えられているが､評価の基準など､基本的な部分に

は大きな変更は認められなかった｡バーニストンの音声国語評価論は､十数年の歳月を

経ても､その基本は変わらなかったと言えよう｡

〔注〕

(1)詳しくは､安 直哉｢イギリスにおける話しことば教育の展開一過去四半世紀の中等教育

の動向の考察一｣(日本読書学会編集委員全編『読書科学』33巻1号､日本読書学会､1989年4月

1日､25-31貢)､安 直哉｢学力調査室(APU)のオーラシー観-1982年の11歳用のオーラシー

調査を手がかりに-｣(岐阜大学教科数青学基礎研究会編『岐阜大学教科教育学研究』1巻､1992

年6月､29-40貢)を参照｡

(2)安 直哉｢中等音声国語評価の拡大｣(岐阜大学教育学部編･発行『岐阜大学教育学部研究報

告=人文科学=』47巻1号､1998年10月､265-276頁)｡
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