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[概要]

著者らは小中学校の教科書で扱われている学習場面を説明､疑問､注意､興味関心

の喚起 (コラム)などに分類し､学習場面に適した画面構成を探り､イラス ト作成の

ための絵コンテを作ったうえでイラストの制作を行っている｡また､これらのイラス

トをデータベース化する事によって実用的なイラス ト教材データベース ･システムを

目指している｡本稿では小学校で行ったイラス トの効果についての調査と､小学校国
語のイラス ト教材を作成するために為に行った教材の分析とこれに基づくイラス ト化

について述べる｡

1.はじめに

イラス ト教材を作成するきっかけとなったのは､基礎 日本語学習辞典用例 (凡人社)

のイラス ト化である｡当初は日本語教育用として単語や用例の説明を補助するための

ものであったが､教材に使いたいという要望が多かったので､現在は教材用データベ

ースとしてWeb上で公開､提供している｡

一方､利用者の増加に伴い､利用方法も多様化し､単なるカットとしてだけでなく

教育内容に直接関わるイラス ト-の要望が増えてきた｡ 日本語教育用として構築して

きたイラス トは会話シーンに偏る傾向が見られ､利用の拡大と実用化を図るために教

育現場のニーズに合ったイラストが必要であると考えた｡

こうしたことから広く教育活動の中で実用できるイラス トを提供することを目指 し

て教材イラス トデータベースの開発を行うことにした｡

実用的なイラス トを制作するために小中学校の教師及び生徒を対象にしたイラス ト

に関する聞き取りとアンケー ト調査を行い､イラス ト制作の手がかりとした｡

実際の制作に当たっては小中学校の教科書に基づき教材内容を分析してイラス ト化

が必要なシーンを抽出し､先の効果に関する調査をふまえてイラス ト作成原稿 (絵コ

ンテ)を作り､イラス トレ一夕に依頼して作成 したO

イラス ト教材の作成はすべての教科について検討し､順次制作に当たっているが､

本稿では小学校国語の教材を取り上げ､イラス トの制作までの過程を報告する｡

2せ教材用イラス ト

期待されるイラストの効果として､ ｢わかりやすい｣㌔ ｢親しみが持てる｣等を挙げ

ることができる｡特にイラス トを使って解説した教材と文字だけで解説したものを比

較してどちらがわかりやすいか聞くとも小中学生のほとんどが即座にイラス トの方 と

こたえている｡内容的には難しい場合であってもイラス トが使われていることが､学
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習者にこうした印象を与えているようだoまた､同じ言葉で説明した場合でも文字だ

けのものより､キャラクタ山を登場させ､吹き出しで言葉を囲ったものは ｢わかりや

すい｣､あるいは ｢かわいい｣という印象を持っようだっ最近の小中学校の教科書な

どにもイラス トが多用されているが､その背景にはイラス トは ｢わかりやすい｣､ ｢親

しみが持てる｣などのとらえ方をする学習者の心理に寄るところが大きいものと考え

る｡

一方､教師-の聞き取 り調査で明らかになったことは､言葉で説明することが難 し

い内容や学習のまとめを賢察やイラス トで行いたいという要望が多く､イラス トや図

解はわか りやすいとい う認識が教師にも浸透 している｡また､使いたい理由として ｢知

識が整理できる｣ち ｢言葉での解説が構える｣.㌔ ㌻イメ-ジ化によって理解が深まる｣

などを挙げているo

今回取 り上げた国語で期待される効果を教師に聞いたところtTイラス 吊こス ト- リ

心性をもたせることで､展開がつかみ車すくなったり､イラス ト化することによ町情

報を焦点的に蓑現することで主題にせまりやすくなる､などを挙げた｡

イラス トを使 う効果について客観的な情報を得るために帝学望年生と5年生を対象にイ

ラストのもつ記号性によって表現され る 状況や心情をどの程度理解 で きているのか､ アン

チ - 一斗 調査 を実施 Lたo く参考文献)

調査結果からイラス トのもつ記号性の理解について見てみるとb記号性の認 識 を 調

べた結果ではほぼ全員できているoこのことから子どもはイラス トで 表現され て い る

記号性を理解 していると考える｡ただし､春と歓の景色のちがい､悲 しみと困難 の 表

情など微妙な点について読みとりが難 しい児童が両学年とも且-4太 いたO

このことからイラス ト制作に当たって､イラス トから共通のイメ-ジを求める場合

には､より明確な表現､迷わない表現を心がける必要がある｡

ス ト- リ-の読みとり調査では､記号性の認識の問題に比べ､記述内容に学年に蕊

る差があった.,読解力の差だけでなく､文章表現力の差が結果として出たと思われるO

また､5年生はイラス トに描かれていないことを知識や経験から推論 して読みとるこ

とができていた｡

イラス トの中にこぼれた牛乳を見て喜ぶ犬が描かれているが､そこに注 目して ｢喜

んでいる｣と読みとる子 どもは2年生で2名､5年生でも半分弱しかいなかった｡こ

れは､ ｢♪｣がマンガ表現で嬉 しい気持ちを表す記号であることの理解ができていな

い子どもがいるためだろう｡

このことから､ス トー リー性のあるイラス トを読解の支援 として使 う時は､学年に

よって経験や知識がちが うことを考慮 して､低学年では知識や経験が少ない草-の配

慮した表現が必要であろう｡また､記号性の理解に関する問題で表されたような事物

の単純化､象徴化 された表現は理解できても､ ｢♪｣のように状況や心情を表す形橡

は､わからない子 どもがいるので機会をとらえて教えておく必要があるだろう｡
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3.教材のイラス ト化

教科書の教材をイラス ト化するとき問題になるのは既に教科書にイラス トがあり､その

イラス トとのかねあいである｡教科別に教科書に登場するイラス トについて分析を行った

が､国語の場合には作品の-シーンをイラス ト化して背景とした紙面構成が多いO一つの

作品で数ページにまたがる場合にはそのページ (見開きの場合には見開きで 1シーン)の

数だけイラス トがあることが多い｡登場するイラス トは作品の内容を連想させるものでは

あるが､作品全体に渡る読解の手がかりになるだけの充分な情報量を持たない場合が多い｡

文章から作品の価値を読み取るという国語の学習としての配慮はあるものと考えるが､紙

面構成上の都合もあると思われる｡また､教師が読解の手がかりとしてイラス トの使用を

考えたとき､教科書のイラス トを拡大使用するには品質の点から問題がある｡

この様な点を踏まえた上で小学校 3年生の教科書からイラス ト化が必要な作品を抽出し､

イラス ト化するまでの手順の実際について述べる｡

① 作品の検討 :学習のねらいについて学習者の実態を踏まえながら作品について検討す

るo 教材は ｢サーカスのライオン｣､中心となる人物の気持ちを考えよう と言 うのが

本教材の学習目標である｡主人公のライオンがサーカス好きの少年と友達になり､火事に

なった少年の家から少年を助け出し､自分は昇天してしまう という内容だが､作品は 1

1ペ-ジに渡 り､この学年の作品としては比較的長編である｡ライオンが少年と仲良くな

るまでのやりとりが細かく括写されており､このあたりをどれだけ捉えることが出来るか

が作品鑑賞の要になると判断した｡

学習者の実態としてはテキス トの朗読だけで学習のねらいに迫ることが出来る子どもは

少なく､この作品の場合ライオンと少年のや りとりを授業の中で取り上げ､全体の場で確

認しあうことが必要と考えた｡その手だてとしてイラス トを拡大印刷して掲示し､子 ども

達の視線を一つのイラス トに向けて話題提供し､学習するのが有効であると考えた｡

② 場面の検討 :授業で取り上げ､子ども達に話題提起するのに必要なイラス ト化する場

面について検討する｡

イラス ト場面 1:年老いたサーカスのライオンがアフリカの草原を思い起こしながら居眠

りする毎日を送っている｡この様な記述からライオンの心情を推測させる｡

③ 絵コンテの作成 :絵コンテの構図について特に配慮が必要な場合には明示するものの､

そうでない場合はイラス トレ-タに任せることにした.この際､イラス トレ一夕には作品

を読んでもらいイメージ化を図ってもらった｡ (図 1参照)

イラス ト中に描き込むアイテム(イラス ト中に描く対象物をアイテムとよぶことにする)

については最低限必要なものとして指定した｡また､ ｢遊び｣と呼ばれる子どもの興味や

関心をそそるようなアイテムや動作表現についても指定した｡この場合､明確な指定より

もイラス トレ-タの判断に任せる事が多かったO
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凶 l イラス ト場面互の絵ニ3ンテ

図2 イラス ト場面 1のイラス ト

④ イラス ト作成 :イラス トはプレゼンテーションソフト等を使ってパソコン上で利用す

る場合 と､AO版の大きさまで拡大印刷可能な掲示使用を想定した｡原画はフルカラー､A5

版iliustrator(ai)形式で作成し､データベース化に際してはJPEG形式に変換 したものと

illustrator(ai)形式の2通 りのファイルで保存し､提供も可能にした｡

イラス トの制作方法はイラス トレ一夕に任せたが､A5版のケン ト紙上で手書き原稿を作

り､スキャナーでパソコンに取 り込んで加筆修正する方法とマウスやタブレットで直接パ

ソコンソフ トを使って描 く方法が取られているO ｢サーカスのライオン｣の場合は後者の

方法で作成 した｡イラス トの表現形態はイラス トレ一夕に任せたが､登場人物の顔の表情

や しぐさが細かな点に及ぶことから､結果として ｢リアルで多義的な表現｣に近いもの

となった｡
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4.デ-夕べ-ス-の登録

データベース化は用途に合わせてWeb上での公開用とCD-ROMでの提供用の二通 り

の制作と提供を行っている｡CD-ROMが求められる理由は授業におけるインターネ ッ

ト利用環境が十分でなく､WebよりもCD-ROMの利用が便利なためである｡ (学校の

Web環境がセキュリティ対策や有害サイ ト対策のため利用が制限される場合が多い)

イラス トにはタイ トルやイラストのシーンと言った情報の他に教材活用例などの情報を

付加 して登録した｡これによって使用している教材名等での検索を可能にした｡また､制

作したイラストに何が描かれているかについて分析 ･抽出したものをキーワー ドとして登

録した｡これによってアイテム名での検索が可能になっている｡ (図3 参照)
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図3 イラス ト教材データベース検索の例

5.今後の課題

イラス ト教材の作成を支援するデータベ-スとして構築を始めたが､利用する先生

方からは教材に即 したイラス トの提供を求める声が多く寄せ られている｡テキス トを

挿入するなど編集加工できることは必要だが､加えて実際の利用に即した教材の分析

を行いイラス ト化すると共に､活用事例を充実させて提供 して行きたい｡

有効な利用を図るためには､イラス トを提供するだけでなく利用する先生方の者の声

を還元させる仕組みを作って行くことが必要と考える.書き込み方のデータベース機能
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を持たせ､教材活用事例を利用者が書き込める機能の実現を図って行きたい｡▲
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