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表 1: 絵本情報サイト「絵本ナビ」

はじめに

(a) 「絵本ナビ」基本情報

教育に関連する書籍は，特定の分野に関する知識を身
につけることを目的としたものが多い．そうした中で
絵本は，娯楽的な表現形式をとりながらも，子供のさ
まざまな認知発達への効果が認められており [3,9]，そ

(b) 「絵本ナビ」年齢別レビュー数 (0∼5 歳)」

の点で特定分野の知識習得を目的とした一般の教育関
連書籍にはない特徴を有する．また，絵本は活字を読
むことができない幼児を主たる対象とするため，親や
保育者の読み聞かせによる刺激と，絵による視覚刺激
によって，子供の理解が成立するという点も他の書籍
にはない特徴である．発達心理学の諸研究によれば，
幼児は，年齢に応じて特徴的な認知的反応を示すこと
が知られている．絵本の読み聞かせが認知発達に何ら
かの刺激を与えるとすれば，自ら読む行為から開放さ
れた幼児は，読み聞かせ中にそうした効果を示唆する
何らかの反応を表現する可能性がある．本論文では，
実際に絵本を読み聞かせた親や保育者が書き込んだレ
ビューを大量に収集し，子供の反応に関する記述を年
齢別に抽出，分析するとともに，発達心理学のおける
知見をふまえてその分析結果の解釈を行い，絵本が子

ブクログ3 がある．絵本は通常，親もしくは保育者が
子供に読み聞かせるものであり，本を理解する主体と
読む主体とが異なる点が他の書籍と異なる．絵本ナビ
のレビューにおいては，通常，こうした読み聞かせに
かかわる読み手と聞き手それぞれの反応の詳しい記
述が見られ，更に聞き手である子供の年齢が明記され
る．この点は，他の書籍情報サイトの絵本に対するレ
ビュー記述には見られない特徴である．本論文では，
絵本の読み聞かせ行動における，聞き手，すなわち子
供の反応特徴を抽出するため，絵本ナビのレビューを
分析の対象とする．

3

供に発達的な効果を及ぼす様子を明らかにする．

2

に書き込まれた情報サイトとしては，他に amazon2 ，

絵本レビュー中の記述の類型化

絵本情報サイト「絵本ナビ」

絵本ナビのレビュー書き込み例を図 1 に示す．この

本論文では，絵本情報サイト「絵本ナビ」1 に読者が書

例のとおり，ほとんどのレビューでは，絵本の読み手

き込んだレビュー（以降，レビュー）を分析の対象と
する．絵本ナビは，絵本および児童書 55,600 タイトル
に関する出版社，著者，あらすじなどの基本情報の他，
大量のレビュー (2015 年 1 月現在で約 29 万レビュー)
が書き込まれる国内最大級の絵本および児童書に特化
した情報サイト (表 1) である．書籍のレビューが大量
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（以降，レビュアー) の反応に関する記述と聞き手であ
る子供の反応に関する記述が混在している．そこで，
次に，絵本 16 タイトル，345 レビューを対象として
レビュー中の記述を人手で類型化した結果を表 2 に示
す．この結果においては，レビュアーの反応について
のみ詳細な類型化を行っているが，子供の反応につい
ても，同様の詳細な類型化が可能である．そこで，本
論文では，レビュー中に出現する子供の反応記述につ
いて，発達心理学における子供の発達に関する年齢別
類型の観点から類型化を試みる．次節で，この類型化
の考え方を述べる．
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表 2: 絵本レビュー中の記述の類型化
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表 3: 子供の反応記述において頻出する特徴的表現

着目し，それらに頻出する特徴的表現を人手で抽出し
た．その結果を表 3 に示す．

4.2

発達心理学における幼児の反応特徴の
分析

発達心理学では，子供の年齢に応じて，発達段階を
示す特徴的な反応が現れるとされている．そこで，ま
ず，子供の年齢別反応特徴に関する発達心理学の文
献 [1,4–8,10–13] (このうち，文献 [1,10,12,13] は，絵
本に対する子供の反応特徴を記述したもの) から，子
図 1: 「絵本ナビ」のレビュー書き込み例

4

供の各年齢で中心的に現れる反応特徴を 1 歳前後から

3 歳前後の範囲で抽出した結果を表 4 に示す．年齢を

発達心理学の知見をふまえた絵本
レビュー中の子供の反応の分析

4.1

またがって現れる特徴もあるが，概して低年齢ほど，
「指差し」，
「身振り」など断片的な身体表現による反

子供の反応記述の収集および特徴的表
現の選定

表 2 に示す各類型においては，それぞれの類型を表象
する特徴的な表現がいくつか存在する．例えば，
「単純
な繰り返し文でわかりやすく読みやすいです。」とい
う記述で，
「わかりやすい」，
「読みやすい」という表
現は，レビュアーの絵本に対する感想・評価に関する
記述中に出現する傾向が高い．一方，
「繰り返し読み聞
かせているうちに、まだ字が読めない息子が自分で覚
えて読んでくれるようになりました。」という記述で，
「息子が自分で」，
「ようになりました。」という表現は，
子供の反応に関する記述中に出現する傾向が高い．そ
こで，本節では，表 2 の類型のうち「子供の反応」に

応となり，高年齢ほど，
「ごっこ遊び」，
「なぜ？」とい
う質問など，意味的なまとまりをもつ連続した反応を
示す傾向が見てとれる．

4.3

発達心理学の知見をふまえた分析対象
表現の選定

表 4 中における，0 歳前後から 3 歳前後の各年齢に
おける子供の反応類型に該当する特徴的表現のうち，
表 3 において選定されたものを，表 4 の「表 3 中の特
徴的表現」の欄に示す．本論文では，これらの「表 3
中の特徴的表現」欄の表現およびその使用形態を分析
し，絵本レビューを観測対象として，表 4 に記載した
発達心理学の知見が裏付けられるか否かについての調
査・検討を行う．そのために，本節では，直接の分析対
象とする特徴的表現を選定する手順について述べる．
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表 4: 発達心理学の知見に基づく子供の年齢別反応特徴および表 3 中の特徴的表現

表 5: 分析対象レビューの年齢別総数 (0∼5 歳)
抽出し，発達心理学での知見における年齢別類型との
対応関係を分析した結果について述べる．
まず，これらの三種類の特徴的表現の各々について，
本節では，まず，
「絵本ナビ」において書き込みレ
ビュー数の多い絵本，上位 99 タイトルに関する全て
「表 3 中の特徴的表
のレビュー約 27,000 件を収集し，
現」欄の特徴的表現の表記が出現するレビューを抽出
する．そして，それらの表記の出現個所において，実
際に子供の反応が記述されているか否かの割合を測定
する [2]．その結果，実際に子供の反応が記述されて
いる割合の高い特徴的表現として，
「じーっと」，
「真
似」，および，
「ごっこ」を選定し，次節の分析におい
て用いた．

4.4

年齢別観測数分布を算出した結果を図 2 に示す4 ．図 2
においては，当該表現の表記の出現頻度をそのまま用
い，かつ，読み聞かせの対象の子供の年齢としてレ
ビュー見出しに表示される年齢を用いて算出した場合
の分布を青線で示す．一方，当該表現の表記が実際に
子供の反応記述とみなせるか否かの判定，および，読
み聞かせの対象の子供の年齢の同定をいずれも人手で
行った場合の分布を赤線で示す．図 2 の結果から，本
論文において分析対象とした特徴的表現「じーっと」，
「真似」，および，
「ごっこ」のいずれにおいても，絵本
レビューにおける年齢別分布と発達心理学の知見にお

子供の反応の年齢別分布の分析

ける子供の反応の中心年齢との間には一定の相関が観

前節で選定した特徴的表現「じーっと」，
「真似」，お

測された．また，この相関の傾向は，図 2 において，

よび，
「ごっこ」は，発達心理学上の年齢別類型では，

人手による判定を必要とせず全自動でのプロットが可

それぞれ，1 歳前後，2 歳前後，3 歳前後の発達段階を

能な青線においても同様に観測される．ただし，人手

特徴付ける表現である．本論文では，これらの特徴的

による判定を必要とする赤線の方が，この相関の傾向

表現を通して，発達心理学の知見が裏付けられるか否
かの分析を行う．具体的には，本節では，これらの特
徴的表現を含むレビューの子供の年齢別観測数分布を

4 ただし，分析対象としたレビューの総数は，表 5 に示すように
各年齢ごとに偏りがあるため，図 2 においては，
「当該表現の出現
頻度 / 分析対象レビューの年齢別レビュー総数」の正規化を施し
た結果の数値の年齢別分布を示す．
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(a) 特徴的表現「じーっと」

図 3: 「子供の反応記述」以外の内訳

5

おわりに

本論文では，実際に絵本を読み聞かせた親や保育者が
書き込んだレビューを大量に収集し，子供の反応に関
する記述を年齢別に抽出，分析するとともに，発達心
理学のおける知見をふまえてその分析結果の解釈を行
い，絵本が子供に発達的な効果を及ぼす様子を明らか
にした．今後，子供の反応に関するより多くの特徴的
(b) 特徴的表現「真似」

表現を対象として同様な分析を行い，絵本の読み聞か
せによる発達効果について，レビューから収集可能な
情報に対してより詳細な分析を進める．また，本論文
と並行して，文献 [2] では，特徴的表現を利用するこ
とにより，絵本のレビュー中に実際に子供の反応記述
が含まれる数を推定した結果を報告している．今後，
文献 [2] の成果を統合することにより，絵本レビュー
中の子供の反応記述の分析を大規模に進める．
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