
1れ

護丈石片1研究リポート　10

少年少女の常識

一面欧および戦前と∂）比較一

　　　所
〃用蜘

196年年5月

続討数理研究所
東京都港区麻布富士見出Tl



　　　　　　　　　　　　南係研充員
西平重喜’I．，　林　知己夫片，　青山博次郎，　石田正次キ，　多賀保走，
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　　’1・研究代表看

　　キ団あよび婁津一夫（立放大学），朱田　武（国立国語朋究所）

　　　が分担研充看であった。

当研究所では，現在Aη岨1softhe工爬tituteofStaL1st1cal

Na加emaucs　と瓶計数擢研究所集報とを発行している。

このリポートは研究調査σ）データの発…香を目的とし、心要に応じて

発行する。
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少λ丘巨少・女、の常吉翫

ノ）　二の調査は免在の日本の少年少女の常識1’とノ面欧諸国の小穿ルー

文、ぢよび戦前の日本のケ年少女とを比較するユとを質静にしヒ。

乃　　西欧諸国の調査ば　／96o年全　月に，　フラ　ソス，　ド　ノッ，　4キ“リ

　ス，　ノルウコニー，アメ　リガで、　ノ0才とノ4オのケ年少女〕二＝二対して1お

　二なわれだものがある。二のラちの常数をしらべる偵同を　日本

　の少年少女にも調査してみピ（∫・〃岬・・、・3巻4号，／96／穿）

3）．　蛾’前の諸王蛮としこぱ、戯前の徴：兵オ袋査のとさ文青口省力“実施…レ江

　「壮丁教声調萱」を参考ヒした一二の謁萱は，2〃オの男子を調査す

　るほかに，彼菩の学がカベ当時。ノ」。学校。高薯入学梼の同年生■掴

　当するかを知るために，同じ質岡を，ノ1・字4年生ヵ’ら高等小学2－

　I年1主（ノ4二才）　まζにもし（いる。そ二三覇生涯1の・ダ年少せと戦ご前と

　をくらべるだめ1二　二二かろも質同を遮らんだ。

4）　上記の2豪を考尤（、謝萱対象は！4才（／949年4胃Z日～／2目

　引日生れ）の少㌔昇少一近とした。そうして，　全国から届別ラ）／ダム

　　　サーソフ。リ　ソ　グによ　っ　乙　ク4　地労ぞ　966人　　の少一寡少㌔すを、乞ら

　ぴ，　箇按自記式で諾，省ミをした々調査．でむだのは二のうちの9ヲ％・

　（　9oo／＼）　ごあつブ三：o

　　サソフ・リングのくわしL1二とは，禾充計数理研究員斤曇幸頂／ノ巻Z」琴

　！964をみよ。．

奉）　以下ζは賛一同と豪書七衣だけを掲げる。　くわしU二．どは、つざを

　参照されたしj。

　　函平望多，　「ケ年ノケ女の常識’一飲米ちよび戯葡との比較」

　　　　　　　　自宙／964年4月号

　　S．N1S川1“フLε刊e〉e汕。1・sc・州パδθM・esλεぽ

　　　　　　　　　　J・！W∬e肌丁印・れ，ハ州・工伽亡・

　　　　　　　　　　　　　　一／一



　　　　　　　　　　Stハ1S七．出汁．S坤．皿一96わ

6）二の調査は文部省群学試験所蒐衝によってぢ二なった。一その実

施には就書十数理研究肝の研究員の協力を得たグ察計整理啓猷谷租

　子さんか・当ってく水した＝。

　　さらに　山元商行（北大）、　須賀与ヒ郎（弘欠），　石川栄助（着た），

　中谷キ甑（山形大）、　高木望之（岐欠），貿都労三（肉働学院欠），

　欠石準一（協和広告）、木材箸（魯欠）、ス係衰敏（広沢）、三浦保殉

　‘熊欠），．　前田垣〔彪穴〕の諸牝1圭ぢよひコノ　1字j圭諸葛の援助をラ1ナ仁。

　家ヒ頴蛮地実の市区町村牧場や、中学技の弥生方のお也わになつ

　ヒ。〕二にお礼を串し上げ’ます。

ク）　表の見方　二　表ぱ2屈妻穎あるが’、　同つく左半分は、　今回0調査

　緒票（ある。

　　　6欠市二啄東23区　才黄う兵市，　名自屋一市、　京看章市、　う（1頂市，

　　　　　　　祷1戸吊

　　　、丘　　市二一ノ950年／0胃／臼以前力・jうあっ　た二汽プ

　　　新市二上記以外の市

　　　郡　郡一町村

　　よお，戦前と。比鞍の場合は、

　　　　　商／j・2、削・1，一一…ノ1・学4ば各学年の距註の成績を禾

　　　　　す。　社丁は壮丁橡査の彪柔さあるが’．（八）　とし1うのは

　　　　　高芽ノ〕＼学校牟業1以下の．壮丁ノ　（中）　どは中学廠中皇以止の

　　　　　社To）緒琢を示す。

　　　　　なIにもなし）もの底　　しト）と同じ（ある。

　　　　　　欄外の．／7写容とは昭和17年まど。
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向て　沢の米のうち、引二なると案が落ちる毛⑦に、○をつけζく

　　ださ乙／。

　　　　　答えい；丁…；㌻み…㌻；？τ「二丁三こ1

“…�w一舳舳‘一…血山’一“’一山・’｝｝舳’…㎜血出血帖伽　　　　　　’一一…・“端舳ザ…一血…’血】

石十㌣j㌻千千…÷一一石∴㌣
一…一レー一一一……一…一一一一一一…一一一一一一…一一一　　　一山一一一一一一1｛一一一一

・欠弔｛…　弱・〃　　詩人・1・夕
田市　　お　　象　　3ク　　2　〃。　　　／ク高ノ1・／　　紡

新市　　49　　／／　　班　　2　　／〃　　　　　　入学る　　6／

郡部㌧　ク。。、。。　　小学夕卸

∴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年1ト学4　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　39　　　　60　　　　　　　　8　　　　　　　　　　3a　　　　　　　　　　　　　　　　　／ao　　　　　　　　　　　　　　2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　66　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　壮丁　　　　　　　　9　　　　　　　　　　　　　　2　　　　　　　　　　　　　　　　／〃0　　　　47　　　　　　　　　　4Z
　　　｝　　一’
　　キ正答以外i二誤答もつけ加わzた毛の

問2　春分の日は、　択のラ多てば，どれにあたりますか、j王レしjも

　　の1二、○をつげてく岸さレレ

答尤

山．“……． ﾁ……’一’＾………’’仙”’’帖“山…“…舳一舳’’一．．｝一一

正答 誤答　無記入 許
一一一一＾’一・伸一一…＾　“・一‘・…’・’…一｝・・一・■＾．一．・一一■一一一・＾・…一・・巾・’・・……・’一．’“■’＾’■■．山一■’＾血・一凸一一一＾．，’一．■■

全国 62 認 Z ／〃ρ

一一’■’■山一’阯山一．…’ ’■舳’‘．’一I’一一’一一■」’’…一’一＾．’． ・．・・一．■・．。．．’・I・．Io・．一。一I一．一一’’一一i・｝一’一一一．’血’■一｝・

亘部． ク4 24 2 ／〃a

旧市 幼 3ク 3 ／ダク

新市 56 42 2 ／a〃

郡部 β 36 ノ ／〃〃

男 砕 芳 ノ ／〃

す 60 3ダ 2 ／aa
．皿皿…血止…皿……山⊥1止⊥＿止＿II‘　’　’一’　川…一山’

…｝州＾噤c舳一…
　　　　　1正答葦
一一一…一…一一

Uー一一一一

＿．＿皇旦＿巾仁＿三、

　1言、j、。1・／
　l　　　　　　l
．41言ふバ。。
　一　　　　1
　1　　　　　　　｛
　1／i・1字61　65
　；　　　　　　；
　i　　　　　　’
　1，J、学タ1　6ξ

　l　　　l　　H

「1片÷
　　・（中）1

づ一



同3．　人の体温は，　ふっ　う阿残ぐろいありますか。　正しL）と悪ラもの

　　に（二）をつiク（＜ださこ）。

　区都1　殆　　ξ　　一　／〃

　旧市　　94　　6　　0　／〃

新市　　η　　／3　　〃　／〃

†∴∴㌻
’’｝㎞べ’一一・血．一一｝｝一一｝舳一一＿’・’一＿’’＾・一一’舳

　　　　　　　　　　　　　　さ　かん同今、　血液をじゆんかん亡せる琶営は．

…舳……Ψ舳噤c舳㎞…舳㎜舳…

＿＿、」、舳王至更一

　今回189r’”一一山I阯……山舳…… 昼ﾐ…一’’…一冊．出I｝…I一．’一一’ @1－

　　　　1　　　　　　　　　・　　　　　　　　←‘　　　　垣　　　　　　　’　高　ノ〕、　2　　1　　3クニ　茅3

に　1　　　　　　　－

1舳／ドク1ク5
い・学・1・グn
1小学11タ・1お
1　　　l
し土主上上伽エ、上＿

い・州い・1・・
」士丁〔中）1。ク≡汚

圭　　　　　　　圭

「…sフ耳7ギ

づ司’とし〕います力＼。

序憂■三コ

　　　1正答　千宕金★誤答　蟹記＼　　詞一
山納．一・納．

a・…｝．…・’’・咄…一価・帖’1・・舳…・…“・・一一・・｝……一“一…一…・・｝皿・・一・舳・舳・・

　　　　　　　　　　　　　　　　　／／〃〃

区都1・7　・3　6　・4　／〃

旧市1…　　6　3　4・　・〃
新帝1／4　話　6　姑　／〃
郡部1ノス　・7　6　姑　・〃

舳血’’一…
l州阯…’巾．＾…耐・．・｝一舳一…・．一“一…・・一。’一一一．．’＾｝’＿・一．…。．’’｝’一・“＿’．■一■一．一．。■’・＾’■巾．．＾。・山一’’一一一。

男1・／滞・…〃
　丈「　　　1　　　ノク　　　　　　3タ　　　　　　タ　　　　　　46　　　　　／〃a

　　沃皿萱，動脈など

　　　　　1正客率
一一一…一一1…舳 Uー一…舳‘…

一アメリカ P98
　2ノルヴレl　g4

　3　フラプス　1　　95

　4ドイツ1　9／

リギ／ス1・・

　6　日　　　本　　1　／8｛舌4穴

　ぐ」不完金を＼れこ

　　名タ4％

一4’



　　　　　　　　　　　てん争
同5、次の病気めうち．，伝染痛と思ラものに、○をつけてください．

榊肺帖舳ﾄ舳舳舳舳；

　　　1正啓 子完全．誤答　照記入 許

金国1　23　　n　　4　　／　　／〃

㍗｝区調子　1　　38　　　　5ア　　　　2・　　　　・　　　／〃〃

1連帯1ユ／クZ6／／ダク
新市；・／　刀　7　。　。〃

冨膏笥玉2／ク07o／〃〃　　ア山．．｝・…‘㎜｝・血．’血舳・’一・
著

女

23　　ク0　　6　　　／

23　　η　　8・　　ノ

／〃ク

／oa

平婆学

〆∴’71言バ、　／　　　　4合

1ノ〕’学6㌧
　入学ξ　　ノク
年

　ノド学4　　6

壮丁．　　　ク6

米肺結核ど腸チフスの2つにマ1レを
　づけた毛の．

内6．　次の五つの化合物めラち．，肥料のおもな成分となるものが’

　　三つあります。その三つに○をっけてくだ’さし）o

　　1鉄川ヒ合物、室勧化合物、硫貢の4と合物ノ
巻〕
　　1憐坐二室物・カ」L坐』坐皇塑＿＿＿＿＿⊥

　　　1正答

卓鈷区都1　叔

旧市1妃
新市｛　お

3

x 子完全　誤答　無記x　　言十

　42　　　Z　　　／　　／〃0

　38　　　2　　　2　　　／0ク

　タ3　　　／　　　0　　　／〃0

　43　　　／　　　3　　／aa

　42、　　　　／　　　　　　／　　　　　／ク0

ポ
ぺ

6≠　　3玖　　　／　　　／　　／aa

46　　　　50　　　　2．　　　ス　　　　／ao・

共　3つ．正解のみ．

｝一一舳　　　・一i…＾｝＾ ’｝｝，一舳㎜

正萱学．

せ丁（爪）　似

E（中）Lカ

一ξ一



同ス　沢の図をみて．

　　思いますか，

　　　　　5しろ
前の荷物と後の街特では、
　　　　　o

どちらがち老いと

　　　　　　　　　　舳舳1
へ宙　自由記＼法

正春　誤答 照記＼ 許

全国 渚 6タ ／
／oo

出 納 ’　｝…●一，…＾’出’’‘‘’

国郡 60 釦 ’
／〃。

旧市 36 64 0 ／a〃

新市 3タ 幽 ／ ／oo

郡部 29 n ／ ／〃〃

勇 33 67 0 ／a〃

玄 若 紐 ノ ／〃〃

正答牽

今回 苦r
高。」・z タ6

高・」・1 52
ノ7

ノ〕・字6 53

ノド学5
年

ノ〕、学4

二」
一　　　　一

社丁 餌
……山川⊥⊥＾…　」＿　　　　　上

苦r

ll」

内8　　奏冬すると、　ブトは句11二蔑わります．か、

■、色憂

伽
’一． 血　　・舳 ．一｝｝一・ ・・

正答 不完全 誤答 無記λ 計

主
タ。 三 潜 9 ／00

区都 るフ 2 25 6 ／〃。

旧一市 5ノ 3 労 8 ／〃。

・新帝 夕。 2 3？ 9 ／〃。

郡部 46 3 42 9 ／〃〃

男 タ6 4 33 フ ／〃a

女 45 z 43 ／0 ／〃グ

一6一



　　　にじ
同9　妊ばとうliうわけ（　でさる”ですか。

　　　　　「す恵三三；£1
　　　　　し帥＿｝．＿＿．．．、．＿．＿．．．．．．三

1庄ポ砺全誤答脇）・　許

金乳L…
区部；ノ。　。。

旧市1　7　〃
新市　　3　　〃

郭部　　4　　9

男　　　7　　！2

女　　そ　　家

3タ　　勿　　／〃

33　　佑　　／m

78　　ま4　　／m

30　　鈍　　／〃

4／　　46　　／〃0

36　　妨　　／m

3／　　η　　／m

来光の屈折1二つ乙）てぶれ．た毛のだけ

…一
嚠齒¥王竺

／一イギリス1ク／

2ハレウェー　　6ク

、アメリカ㌧

ψフランス　　　461

4　　ド　イ　ツ　　　　　　40

6目　本　　6～／6穴

x千完金を入札
　之も／6物．

同ノ0． 水の分子式を，多いてくビさし〕。

匡百三月

川…端…一｝噤c植’“…・＾一一＾’・’“｝一’．…．｝　　　　　　　　　　｝｝

　　　1正答　誤答　繁記入　　計・
一一一一 黶Q＿一一＿＿＿＿…一＿一一＿

全：国　1　　63　　　　／7　　　　2o　　　　／oo

？弄†1　ノ。　、／”。

旧市　　65　　／5　　20　　／m

　　　　6ざ　　ノ8　　20　　／m

　　　　63　　　　　22　　　　　2舌　　　　　／”a

ク0　　／4　　　／6

56　　／9　　2女

／o〃

／ク。

／アナリカ

Z巳　本
3イキ’りス。．

4ドイツ

ξフランス

6ハレウェー

正答華

η

63

6Z

3／

2フ

2ξ・

一グ



向㍑　光の速さば、 ノ‡ケにビのくらいですが。

匡憂■司

正答 誤答 鰭乙入 許

舳“舳 … …舳出納
一“

全国 2／ 3ケ 4タ ／〃

…｝㎜＾’　舳 舳納…区都 3夕 30 3タ ／ao

旧市 20 32 4ゲ ／クa

新市 ノ’ア

労 4舎 〃a

郡部 20 36 44 ／aρ

男 341 30 北 ／クa

女 ク 40 53 ／〃〃

舳一血
’ “’

正答孝

・／τ「…
。アメリカ1・ふ

。自本1、、

4　　フラゾ入　1　　　／6・

5材1リスl　／3

ポぐイツ1　ダ

一夕一



肉ノ2　沢の人は，と“んなノ・ですか草かんたんに菖！）でくビさ！㌧

「；マーエ王｝ξ三選

　正答牽　（日本〃揚含，　誤答は少なく、　正答以タ1一は無記＼が一矢部

　　　　分）

　Tこ㌃1ケラ7÷／ス11ガル・1フルン1∴チ∵
二二〕レil、ジェロ1テレ人1マ上クス1チ多フ1

全国1肝　・／1＿子91二1ク・1ア・
区都1　98　　43　1　39　1・9　1ア3　199派

　　　　　　　　1　　1　　1　　1
旧市19！　　・51・フ1　タ　1タク1g／

　　　　　　　　1　　　l　　　I　　　1新市1・…　　1ぺ・11・1形
㌃都1三一土∵L∴十土仁⊥一
女、形二1二111；∵二

　　　　　　　　1　　；　　l　　1／ぺ江1目　　本著9　　フラゾス621丁ノリカ3タ1ドイツ26　・7ランス帖1

　　　　　　　　1　1　姜　1日；：二に∵1二∴二に工1ニニ1∵1∴㌻本

　　　　　　　　1　　1　　1　　1　のザ文1ルウェーク6ドイツ・61ドイツ・／17ラ・又／ξl／ルウェー剛
タイ並1フラン入沼。本、、1日本、。1件リスノ、1件リ尺夕駐1み

　　　　　　　　l　　　　1　　　　l　　　　！6位1アノ／灯釘

　xゴ（一部はケネ・デイ石俊

一9－r



同／3．　次のうち、

　　い。

フメリカ合従国1二属する毛の1二○をつけて（ださ

答之［≡二三＝憂二≡二1三Σ三三二上■7亙二三三重コ
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　　　i正答不完金★誤答 照記＼ 許
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1　炉L

同ノ4．旨本て 石油を産する． ちもな県を二つあげ’てくださ止⊃。
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　★ユツビ1ナ正答

正答葦

参　回　　38

／ク

愚人2

高八／
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向／タ， 日本の人口は、ぢよそビのくらいですか．．
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同ノ6． ）穴のも”ぱ， どこの国にありますか。
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イぞリス。。1

4佐 イギリ尺3戸 フランス7 ドイブ／41
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同ノ7　ソ達三に二ある大二きな川の名を，　瓜とっあけ“ζくだ三さU、

　　　　　「二舳…舳…、…1
　　　　　1目由記入法1
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同ノ7． 麻直における地壬杜の同魑の辰さ1よ，

　　　　　日亘1壷】
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　ニドイ〉1　38

　ヲ　了メ1’万1　25
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夕伸りス1・3
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　　　　ど二ζすか、

；一■亙r亙工三一引一製一坐。
／蝉！　6Z 妬　　　　88

一4一



同2∫　次0ラぢ，　国蓮には1いっ乙Uる国に，　Oをつけ（くビさし）。
　　　　　　　「…舳…｝一｝舳｝舳舳舳…■舳　　．舳出血……一．血　一“1

　　　　　1！㌻、1よ11線㍗ドン「

　　　1正替　不完全讐誤答　照記）＼　　許
｝↓・一・・“舳巾血’…一u’㎜一…・山一““㎜“一＾＾’　　　　　　’
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新帝1・　1・　。　・　。m
．榊L上⊥」、．一坐、
　霜1／8zz9／／ρρ　亥　　　茱　　　ノ／　　　　　7Z　　　　　／6　　　　　　／　　　　　／〃a

二｝…・｝＾一一一綱巾｝一．血．＿＾舳｝．｝｝一“
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田引倣　・・　・…　　　m　　，i、字6　69
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