教材研究﹃羅生門﹄
教科書の注記を中心として

斐

睦

朗

注記などを総合した教

にされている感があるOたとえば極端なものを例に取ってへ作者概

かれている現状では'本文を含めた教材そのものが逆にないがしろ

‑

甲

従って教材研究というものはそれら本文へ

教材研究における教材とは一体何であろうか︒一般には'教科書

説の欄に掲げられる作者の写真を取りあげてみても︑その写真の感

材を研究するものでなければならないが'どうも作品論に重きが置

に載る小単元の作品あるいは文章を教材とする︒たとえば'文学教

じが神経質そうで眼光鋭くギスギスしたものであるか'あるいはや

はじめに

の全文が載せられているのであるから'教科書を離れて全集本

門)

て異なってくるLt同様にそこから'作者概説でど‑しても述べな

わらかい感じであすがによってへ学習者の対作品観が出発点におい

材r羅生門jを取り上げると'教科書には芥川龍之介の作品r羅生
や作品集(文庫本をど)などで教材研究ができるとする見方が普通

いわゆる文学性に重きが置かれ'

教科吾の本文表記において確認することから出発し'後に述べるよ

ことばに対する配慮が欠けているように思われる︒私はそれをまず

他面ハ文学教材などではもっぱらへ

録にもことばのきまりなどに十分なスペースを提供していながらへ

現行の教科書は1面ではことばに関する単元に力を注ぎへ巻末付

である︒

ければならないものは何かという問題も考える必要が生じて‑るの

である︒そして'作品の文学性'表現上の特徴などを調べるにはそ
の見方でも通用する︒
ではない.それはまずへ歴史的仮名づかいを現代仮名づかいに

ところがへ 教室で扱うときの教材F羅生門﹂ は芥川の作品r羅坐
門J

教科書には'本文以外に

改めたとか'送りがなを付加したとか漢字表現を仮名に改めたとい
‑表記上の違いがあるからであり'次にへ

注記へ作者概説'教材末設問へあえて加えればさし絵や写真もが付
け加わっているからである︒
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ところでへ芥川のr羅生門L
ここでは入手し軍えた次の三種の

が現行の教科書の何種に採られてい

うな論を立てて順次検討を加えている︒
るか確認できていないOそこでへ

国語科機関紙)

SK

に載せさせていただいた︒参照していただければ幸

いである︒また残りの部分も順次機会を見て発表してゆく予定であ

注記の形式と数圭

科書で見ると'まずは形式であるが'筑摩奈房版(以下㊦と略記す

l

る)は頭注形式で'三省堂版(以下命と略記する)は見開き二ペー

三省堂

ジ分の注を左ページの端にまとめる'いわゆる補注形式であり'中

新編現代国語改訂版1

教科書の比較・対照にとどまった︒

なお'昭和四十八年度版では'明治書院版へ旺文社版へ第 子習社

央図書版(以下⑩と略記する)は脚注形式である︒㊨は頭注欄に見

祁耶現代国語改訂版1 中央図書

r羅生門l の注記がどのようになっているかを'上述の三種の教

版にも■羅生門Jが採られているがへその三種はここではあえて取

筑摩吾房

り上げなかった︒しかし'本文表記にしても'注記や設問のあり方

出し語を掲げへ㊤と㊥は本文の該当語句に番号を施し'注欄にはそ

国語二訂版‑

にしても'現行のものとほとんど変わりがない'中には改悪されて

の番号を記して見出し語は掲げていない︒⑩はまたさし絵も脚注欄

代

いるものもあるということは'今後'問題にしなければならない︒

に付載するというように'それぞれ本文の読みやすさ'注記の検索

の便利さに趣向を凝らしている︒しかし'そこに扱われる注記の項
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現

さて'私の﹁教材研究r羅生門jJは次の構成になっておりへ ここ
に述べるのはその﹁二﹂ の注記についての部分である︒

.門jをいかに読んできたかの謂左にはなるとしても'資料などの点

qJの歴史における注記のあり方を跡付けることは'1面ではr羅生

がでぎない︒r羅生門﹂が教科書に載せられてから長い歴史がありt

いれば'何を注記するかでt.各種ともに共通することもあろテLt

目は逆にかなりのものが共通しているのである︒教材研究が進んで

教科吾の本文について

逆に'十分な教材研究ができていなくても'踏鞍・追従というかた

‑句読点の付加・削除

1
教科書の注記について

ちで共通することもあるoそしてへ取り上げた項目が十分な検討の

3誤読・誤植その他

二
教科書の教材末設問について

(漢字とかな)
三

5誓喰表

2

上のことなのか'あるいは単なる模倣なのかは容易に判断すること
4文末表現

﹁へ﹂

教科書の作者概説について

6改作の跡付けとその意味

3接続詞と指示表現

五r羅生門﹂の表現について‑格助詞﹁に﹂
現

陳述の副詞

昭和三十八年五

で困牡さを伴なうからである︒そこでへその1大集成とも言うべき

(吉田相1氏編著,有精堂

六

月刊) の詳細な頭注・補注を参照しながら以下の検討を進めたい︒

﹁結露芥川龍之介﹂
以上のうち﹁1﹂は﹁長田国語﹂第五号(兵庫県立長田高等学校

r羅生門j指導案

﹁で﹂

四

2本文表記

③(診(》

さて'三種の教科書で取り上げた注記の用例数は全部で三十五例
⑦が二十例である︒三種の教科書が共通して取り上げているものが

どの説明は親切であるoただ0の場合へその前用者が﹁上流の男性﹂

と説明されている︒⑳とOにある﹁ここではそれをかぶった男︒﹂な

斐注)

㊥かぶとの下にかぶる烏帽子︒(楢にさし絵が付けられている︒甲

十五例へ二種で取り上げているもの十例(‑ち'㊥と㊤が五'㊨と

に限定されてしォ蝣つので,1体そういう﹁上流の男性﹂ (﹁市女笠﹂

で'うち⑳が三十二例でいちばん多‑'次に㊥の二十二例へそして

㊥が四へ0と㊥が1)'1種が取り上げているもの十例(うち⑳八へ

やどりするかという疑問が生じるような説明になっている︒⑩の注

③按烏帽子

④旧記(二例あるうちの前者)

の注記を見ても'﹁接烏帽子﹂を注で取り上げるという点で

は1致しながらも'その説明がいかに相達していることかoそしてへ

帽子﹂

の方がわかりやすい.以上のように'三種の教科吾における﹁撲烏

の注記でも同様に﹁上流の女性﹂ということになる︒)が羅生門に雨

㊥二)である︒つまり'0は'注記に取り上げた用例数瑞少ないLへ
独自の用例が一例もない,逆に㊥は用例数も多年独自の用例も多

記も不十分で'﹁本来かぶとの下にかぶったもの﹂(﹁教授所料﹂)

三種ともに取り上げた項目

いとい‑対照的な注記になっているのである︒
2

②市女笠

とい

学習者はそれらを対照させてみることができず'また'大体注記の

あるものについては改めて辞語を引かないという傾向があるt

う意味において'疑問を感じるのである︒注記におけるこの違いは︑

単に﹁按烏帽子﹂や﹁市女笠﹂に限ったことではな‑'先述の大同

小異とした事項にも見られるものである︒しかし'ここでは大きな
⑦の﹁申の刻下がり﹂は'

違いのあるものに限定して先へ進まなければならない.

現在の午後三時から五時に当たる時刻︒

㊥ 午後四時すぎ︒
⑦

と説明されている︒この注記から判断すると'⑦は﹁申の刻﹂の説

⑩ 午後五時すぎ︒

明をしているように思われる︒このわかりにくさは'すでに述べた
ように,⑳が頭注の欄に見出し語を掲げている のに,⑦と⑩が,本

文に施した注記番号を'注記の欄に記すだけで'見出し語を掲げて
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三種の教科G=が共通して取り上げている用例は'
①羅生門

⑤朗尾 ⑥襖 ⑦申の刻下がり(Oは﹁申の刻﹂か) ⑧火桶
山吹の汗珍 ⑲聖柄(㊦は﹁聖柄の太刀﹂) ⑪檎皮色 ⑫努
は﹁黒洞々たる夜﹂) の十五例である︒

非追使の庁(㊥は﹁検非違使﹂) ⑬太刀帯の陣 ⑮黒洞々たる

者の意︒

⑦柔らかい烏帽子で'上流の男性が用いたもの︒ここではその着用

際にかぶった︒ここではそれをかぶった男︒

㊥柔らかにもんでしわのある烏帽子︒貴族や有位の男子が平常服の

③の﹁撲烏帽子﹂は'

ものに限定して取り上げてみたい︒

あるものが多いので'ここでは'・問題のあるものへ特徴の見られる

などのように'説明に長短の違いがあってもその内容が大同小異で

これらの注記には'たとえば﹁羅生門﹂や﹁既尾﹂︑あるいは﹁襖﹂

(⑬
⑳検⑨

らないついでにもう一つ付け加えると'現代では'たとえば午後四

つまり正四時からの一時間をさすの

ではな‑'針が四時ちょうどをさしている時刻を意味するのに'ど̲

時というと'何も午後四時台へ

いないことによっているO㊦の場合は本文に注記番号を付けていな
いためにへ

ぅして﹁申の刻﹂が﹁台﹂を意味するのであろうか︒どうもその理

せっか‑ある注記を見落すことになりかねをいというお

それがあるが'0と㊥の場合は見出し語がないために︑この﹁申の
刻下がり﹂

由の一つに'﹁申の刻﹂の﹁刻﹂に対する解釈の幅があるように思

のような用例の場合には一体どの部分の注記なのかがわ

かりに‑いとい‑欠点があるのである︒それに'見出し語を掲げた

われる︒先述の㊤﹁現代の午後三時から五時に当たる時刻︒﹂

ける﹁時刻﹂という語の用い方はその1例である︒﹁時刻﹂は﹁時

にお

場合は'一続きの単位で提示することになるので(たとえばへOと

間﹂の意ではあっても'﹁時間﹂の﹁問﹂の意味が含まれiJいない

﹁黒洞々た

る夜﹂もしかり)'学習者には見出し語付きの方が理解しやすくな

⑩が﹁午後五時すぎ﹂としたのは'﹁申の刻﹂を﹁台﹂で解釈Lへ

の刻下がり﹂は午後四時すぎになる︒

時(前説では起点時へ後説では中間時)が午後四時であるからへ﹁申

﹁申の刻﹂が﹁台﹂を意味しないのであれば'﹁申の刻﹂の中心

よ‑に思われるがいかがであろうか︒

⑩が﹁聖柄﹂であるのに⑩は﹁聖柄の太刀﹂であるLt

5S

さて'﹁申の刻下がり﹂についての右の注記の‑ら'⑳﹁午後四
eの﹁教授資料﹂には'﹁現在の午後四時過

時過ぎ﹂へ⑩﹁午後五時すぎ﹂と時刻に相違が見られるが'どちらが
適当なのであろ‑かo

とまず説明されていて'教科書の注記と一致して

﹁申の刻﹂台をやや経過したtということであろうか︒これは後説

ぎとい‑こと︒﹂

いない︒教科書の注記と指導者の説明のくい違うことはときどきあ

っても意味をなさない︒そして'後説によって﹁申の刻﹂台をやや

での判断である︒というのは前説における午後五時は中間時ではあ

すぎたのであれば'もう﹁酉の刻﹂台にはいってしまっているので

るが'その場合へ後で書かれる指導者にその旨の断わりのことばが

ある︒

ほしいものである︒さて⑦の﹁教授資料﹂ではその続きに'﹁いう
までもなく古典的な雰囲気を作り出すための表現である﹂云々と

教師用指導吾にはそういう基礎的な知識を説明してほしい︒現場

午後四時を起点と七てそれから二時間とい‑説と'⑦のよ‑に'午

ところで︑昔の時刻についての解釈に'たとえば﹁申の刻﹂ ではち

さえても'国語教育の立場からは片手落ちの結果になってしまう︒

という文学的側面からの説明も必要であるが'そういう面だけをお

説明がほしいのである︒﹁古典的な雰囲気を作り出すための表現﹂

に重きがあって'時間の方はたいした

説明が続いているが'そこから判断すると'そういう﹁古典的な雰
囲気を作り出すための表現﹂

後四時を中心としてへ その前後する二時間とする説の二つがある︒

教室での読みがそれに従えば∵字習者の問題意識も﹁申の刻下がり﹂

の教員が普段ご‑常識的なこととして見過ごしているような事項の

前者なら午後四時から午後六時までで'後者なら午後三時から午後

そのものにははたらかない結果になり'従ってへ下人はl体どれぐ

問題ではないのであろうか︒

五時までである︒その二説のうちのいずれが正しいのか私にはわか
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らいの間雨やみを待っていたのかという問題意識を起こしに‑いこ

⑦

㊧

まっ‑らで'ほら穴のような︒

底知れぬほら穴のような暗黒な夜︒

抽象的内容である﹁黒洞々たる(夜)﹂ を見てみよう︒

﹁申の刻下がり﹂はt r羅生門﹂ における主人公下人の思惟にか

のように其黒な状態をいう︒ここでt

︑および﹁間の深いさまをあらわす︒洞々

はrうつろ]とかr底の深い]とかをあらわす語o﹂(﹁教授資料﹂)

取れへ㊥の﹁まっ暗やみ﹂

(⑦の﹁教授用賀料﹂)の﹁洞々たる﹂は欝略的表現であるようにも

r黒洞々たる夜) は'人生の象徴としてもいわれる表現である︒﹂

れない︒﹁ほらあな(洞穴)

云とある︒それで'あるいはへ㊨と⑦はそれを受けているのかもし

﹁轟鍔芥川龍之介﹂の頭注には﹁ほら穴のように暗黒な夜﹂云

㊥ まっ暗やみ︒

とになるのである︒
かわる時刻の提示でもあるから'今の午後四時過ぎということは明
確に把握させる必要があるのである.
次にへ⑧の﹁火桶﹂を見よう︒

木をくりぬいて作った火ばち︒
円形の火鉢をい‑0
内を金属性のもので張った木製の火鉢︒

と対照的である︒㊨と⑦の注記の是非についてはへ㊧の﹁学習指導

三者ともにおおよその形がわかるようには説明されているが'い

に﹁円形の火鉢﹂ではあるが︑何も﹁円形の火鉢﹂のすべてが﹁火

ずれも完全ではないo⑦の説明を解り上げると'﹁火桶﹂はたしか

の研究﹂に'﹁全‑の暗黒の夜o字章二語が効果的o

r洞)がrつらぬきとおす﹄

の意をも

つことからきている︒黒1色へ ただただ真異なへ暗黒の夜へ の意と

来へまじめへまことの意でt

r洞々Lは本

桶﹂ではない︒﹁木で作った﹂という属性は﹁桶﹂からすぐに判断
されることではあっても'一般の概念の﹁桶﹂と﹁火桶﹂はその作

﹁大漢和辞典﹂ によると'﹁洞洞﹂ には﹁黒いさま﹂ の意がありへ

いる︒

r洞々) にそうした用例があるかどうかは未見︒﹂ 云々と記されて

なろうO rほら穴のように暗黒な夜j (前掲吾)ともされるがt

り方が異なっている︒そして㊥の﹁内を金属性のもので張った﹂上
質の'上流の人の用いる﹁火桶﹂があったにしても'単に﹁木を‑
﹁火桶﹂の正解はこれ

りぬいて作った﹂ のもあったろうLt しかもこの場合は下人の視座
で想起される﹁火桶﹂なのである︒どうもへ

と'㊥の﹁まっ暗やみ﹂がよくわかるLへまたへ㊧の﹁学習指導の

.﹁黒洞洞﹂の用例を﹁水耕伝﹂から示しているoここから判断する

ら三者を総合したと+Hろに求めることができるようである︒
注記というものはこういうものでいいのであろうか︒この場合へ

研究﹂の説明がよ‑納得されるOそしてその結果'⑦と㊧の注記が

﹁火桶﹂のおおよそが理解できるのであるが'﹁羅生門﹂を読んで
ゆく上からはそれでもよい︒しかし'注記を注記として見るときに

(2の⑮)と

浮いてしまうのである︒
合わせて考えてみたい︒

次に④﹁旧記﹂を'﹁旧記の記者の語を借りれば﹂

物足りなさを感じ'注記学とは言わなくても'もっと注記のありよ

次にへ十五用例のほとんどが歴史的な事項である中で'一例だけ

うについての明確な理論ないし方針が望まれるのである︒

6b

⑩⑦⑳

④
ここでは﹁今昔物語集﹂のこと︒

ここでは﹁方丈記﹂のこと︒

㊤の注記には'
⑳
というように解明する必

と説明されている︒このように'作者が﹁旧記﹂と表現したものを'
一つ一つ﹁ここではr方丈記﹂のこと︒﹂
要があるのかどうか︒これはどのような配慮に基づいた注記なので
あろうか︒それを少し考えてみたい︒
作者はr今昔物語集﹂の説話を基にしてr羅生門)を書いたoこ
のことは'教室でr羅生門﹂を読むのにどのような意味を持ってい

の中の﹁鬼二様

にしても'あるいは

こういう比較の設問には二つの大き

レ取事﹂も一括して﹁F癖取り)の詰﹂なる名称にする荒っぽ

なしの﹁こぶとりじいさん﹂もr宇治拾遺物語﹄
被

さがあるが'それはさておきへ

r羅生門)にしてもr癌取り)

な問題点があるのである︒

にしても'いずれもl年生の1学期中頃に扱う教材として配

そのlつはt
r鼻)

置されているのに'1体両者を比較できるほどに1年生は古文を読

めるのであろうかという問題である︒その点﹁できれば﹂は逃げ口上

古典の時間が︑上学年に二単位しかないので'教科書の設問に当惑

少し余談になるが'すでに定時制に勤めて五年目になる私などは'

の手段にもなれるから曲者である︒

の説話とを比較し'作者の創作意Egについて

るのか︒そのlつの答えが'﹁芥川のr羅生門lと︑その典拠とな
っているr今昔物声

することがときどきある︒例えば現代国語一年用の短歌教材に'

わりがないが'生徒に与える不安・衝撃が強い

法を学習しなければ答えられない︒歌の理解へ

‑

鑑賞には直接のかか

﹁連体止めの歌はどれか﹂という設問が載れ‑.‑‑それは係助詞の用

とい‑'⑦の﹁学習指導の実際例﹂における

として位置づけられている﹁作品の主題について話し合わせる﹂の

﹁学習活動﹂の一事項であろう︒これはr羅生門二字書の﹁まとめ﹂

考えさせてみる︒﹂

具体的内容として示されているもので'そのための﹁指導上の留意

国語の教科書が全日馴定時制共通のものであるのに'いかに全日制

そこから'現代

点﹂として'﹁r今昔物語h肇1十九の中の第十八及びへ華二十lの
中の第三十lをプリントして渡してお‑︒﹂ことが必要なのである

r羅生門)と'その典拠となった説話の比較が'単にきり

ぎりすやにきびなどの有無を知るということぐらいのものであれば'

さてt

(それも普通科)中心に作成されているかを痛感するのである︒

革は印刷機器の導入である︒その該当説話を記した﹁教授用汽料﹂

授用資料﹂には'両者を比較してみるとへかなり明確にr羅生門)

古典の入門を受けている者には可能であろう︒ところVゥの﹁教

(以上⑦の﹁教授柑資料﹂ による)0‑最近の学校におけるl大改
から'わずか二︑三の手続きで大兄のわら半紙に写し収れ'容易に

るが'それ僧l年生の古文読解力無視の上に立つ論であるLt他方'

の主題がとらえられるのではないかという意味のことが書かれてい

が'﹁この作品を'謂君が幼いころに知ったr癖耶り﹄の語と比較

﹁学習の手引き﹂の第l問

してみようOできればF宇治拾遺物語Jの中のr増取りしの請とも

るのである0それが第二の問題点である︒

国文科出身の者に白秋叫に養われた発想法によっているように思われ

ところでへ太宰治のr癌取りjでもへ

学習者に配布することができるようになったO

比較してみ上‑o﹂(明治吾院版)である︒この設問では'打とぎげ

b?

r羅生門)の基になった﹁今昔物語集﹂の説話を'ある指導書で
は﹁原文﹂とよぶが'﹁原文﹂などというと'あたかも芥川がそれ

ある︒﹁方丈記﹂

﹁今昔物語集﹂と明記することによってへ日本の

りかねないOそしてへ

その注記が︑F羅生門﹄創作の過程には触れ

なる知識として受け入れるという表面的な結果に陥いることにもな

いはそういう案内としての役目を果たしているかもしれないが'単

古典文学への誘いができると編集者が考えたのかもしれない︒ある

単なる素材意識・‑﹁時代とか場面の利用 ‑ であろう︒われわれは

を翻案したように聞こえるO芥川の﹁今昔物語集﹂に対する態度は
芥川のr羅生門)を読めばいいLtまたそれを独立した作品として

翻案)

日本文学の伝統の中には'いわゆる本歌取り的なもの

りに⑦の﹁学田活動﹂に従ってへ

か

﹁羅生門﹂の主題を捉えるためにへ

などの説話に対するゆがんだ印象を与えるからである︒つまりt

の印象を与えるか'﹁今昔物語集﹂

得ても'逆に'(原文

ところがへ

読まなければならない︒
があった︒和歌における本歌取りは言うに及ばず'物語においても

注記掲げられた説話を対置させるとすればtt F羅生門﹄ では'下人

を最初から盗人には設定していないということを強調するために'

謡曲においても'そして近世の作品においても地の文や詞に先行作
品を引きへ

その持つ意味・情趣で作品の豊かさ︑深みをはかった︒

従って読者はそ‑いった本歌取り的読みをする習慣がついた.たと

古い記録o素材となったT今昔物語集﹂

‑

‑

*

.

v

*

・

.

'

‑
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⁚

二二壮絶細めごろ)

'

サ

'

・

1

V

・

→

などをさすがへ このことは﹁方丈記﹂ )二二一二) に出ている︒

⁚

﹁今昔物語集﹂をさす︒

﹁旧記﹂をまず﹁古い記録﹂と説明する.これだけで

ている0 ﹁r今昔物語焦し二二世紀初め)などをさす)の﹁など﹂

十分である0ところがその続きにある説明が誤解を招く表現になっ

り上げたいO

・

⑳

④

以上へ⑦の注記から生じる疑点を述べてきたが'㊥には'

て⑦の注記はそれと密接な関係にあるのである︒

学性を尊重するかたちでは⑦の﹁学習活動﹂は回難であろう0そし

この二つの作品の独自の文

いが生じるのである︒いずれにしてもへ

とり

逆にその説話の独自の文学性をそこなうことにならないかという疑

‑

えば西鶴の作品において'古歌や先行作品を踏まえた表現を理解し
なければ'鑑賞はおろか読解もできないのである︒現代人

わけ国文科出身の老Iは'自照にそういう見方を養っているもの
だからt r羅生門J に対しても同じような見方 ‑ つまり'芥川の
﹃羅生門)を理解するにはへその基になった説話を理解する心要が
あるという受取り方をしてしまうのである︒芥川が人間のエゴを追
求するのに'それに適した説話を利用したという'近代小説の技法
はその見方においては無視されているLtまたへ本歌取り的読みに
は'先にまず先行作品を十分に理解しておくことが前提とも条件と
もな̀るのにへこのやり方では逆の順序になっているのである︒
⑦の﹁ここではr方丈記﹄のこと︒﹂が'F羅生門﹄の読解に必要

されているのであろう︒つまり'﹁旧記﹂とい‑のは'﹁今昔物語

には'﹁宇治拾遺物語﹂や﹁十訓抄﹂など説話文学系の作品が意味

記が高校生の読解の力添えになるというよりも︑むしろ正当な読解

集﹂など説話文学系の作品をさす語だがへ このことは﹁方丈記﹂ に

なのか'注記として適当なのかは根訂しなければならない︒この注

を中絶させへ異なる方向へ興味を動かすことになりかねないからで
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に用いたtというように解せられるのである︒も

﹁今昔物語集﹂などを意味する﹁旧記﹂という語を

いることを作者はあたかも﹁今昔物語集﹂などに出ているように表

出ているt という説明であるからへ この注記は'﹁方丈記﹂ に出て
現したへとかへ
作者は﹁方丈記﹂
教科書の注記の文

に'二八l年ごろの打ちつづ

書き手の期待通りとはいかないものであるからへ

ちろんこれは曲解であるが'大体学習者の受け取り方は千差万別で'

最後に㊧の注記を見ると'

章としてはあいまいすぎるのである︒
④古い記録︒鴨長明のr方丈記L
そのために仏像などをたきざにして売ったという

ことが吾かれている︒

く災杜のことへ

とある︒⑳の注記はない︒⑦と㊥が単なる出典の作品名提示に終わ
﹁羅生門﹂の読解に役立てよ‑とする注記に

っているのに対して'㊥は'﹁方丈記﹂における該当箇所を要約紹
介することによってへ

3 二種で取り上げた項LH

二種の教科書で取り上げている語句は'
⑳辻風

⑳頚身の毛も太る

⑳ひ軒(節)

⑮旧

⑮き.リぎりす ⑩Sentimentalism ⑱築土 ⑲疫病 ⑳引刺
記(二例のうちの後者)

⑳朱在大路

の十例で'⑮〜⑳が㊥と⑦'⑳〜⑳が㊤と㊥'⑳は⑦と㊥で取り上

明しているので'二極で取り上げているのは厳密には九例というこ

げている︒⑦は⑳の﹁朱雀大路﹂を①﹁羅生門﹂の注記に含めて説

⑮﹁きりぎりす﹂の注記は'㊥﹁こおろぎ.﹂へ⑦﹁ごおろぎ﹄の

とになる︒

3うことによっているOそして㊥が注

こと︒﹂で'これはへ古‑は'現花の﹁きりぎりす﹂と﹁こおろぎ﹂
の呼び名が逆になっていたとT

記していないのはへこの﹁きりぎりす﹂をそのまま今のきりぎりす

としたからであるO昭和四十八年填版のある新しい教科許の指導飛=

とまるかど‑か知らないが,・作者が窮を﹁こおろぎ﹂の意味

から'⑲も同じ見方であるのかもしれない︒﹁こおろぎ﹂が円柱に

なおへ㊥のこの注記は﹁轟欝芥川龍之介﹂の﹁補注二﹂の説明

なっている︒

役立ち'﹁方丈記﹂

で川いたであろうことは十分に考えられよう︒つまり'﹁こおろぎ﹂

﹁こおろぎ﹂ではしっ‑りしないという意味のことが#=かれている

は'つまり他の教科書の注記を憤重な根計の上で踏襲することは今

の習作という事実よりも'古名の﹁きりぎりす﹂は﹁こおろぎ﹂の

には︑現在の﹁こおろぎ﹂が円柱にとまれるか'とまったとしても

後も大いに望ましいことであろう︒そうすることによって¶羅生門﹄

通称という知識の方に作者の興味があった'作者にはそういう傾向

の前半を受け継いだものである︒このようにへ ¶羅生門﹄ の読解に

の注記がより充実してゆくように思われるからである︒なおへ この

があると推察されるからである︒ところで'作者は'かなり多くの作

の正当な紹介になっている注記を受け継ぐこと

(同書五ページ頭注九) の説明がある︒それは次の節で述べたい︒

注記と同様の見識を示すものとして'前掲吾の﹁頚身の毛も太る﹂

(岩波文庫)を見ても﹁倫

品に'このような小動物をアクセン‑的に占一括する傾向がありへそ

れはたとえば﹁芥川竜之介王朝物全集﹂
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盗﹂における育蝿へ

﹁宏の中﹂における馬輿などが挙げられるの

いられている.﹂

という記述はI﹁しばしば﹂であるのかどうかへ

は邪魔になるものであるように思われる︒作者は︑﹁頭身の毛も太

未調査なので従うとしてI﹁羅生門﹂を読むのに不必要なあるい

る﹂を'異常な恐怖の高まりの筒所で効果的に引用した︒﹁旧記の

における百蝿のよ

記者の語を借りれば﹂というのは'旧記の記者がしばしば用いる語

であるOそしてこの﹁きりぎりす﹂が'﹁倫盗﹂

にしても'現代的感覚でそのまま﹁きりぎりす﹂とするのはおもし

I常套語的表現'慣用句

うには'必ずしもアクセン‑ともてうま‑いっているとは言えない
私の述べたアクセン‑としての﹁きりぎりす﹂が︑

にしばしば用い

を借りればという意味ではなくへ異

いわるゆライトモチーフとしての﹁にきび﹂などと同lの技法であ

ろくない.なおへ

常な恐怖の場面に遭遇したせきl回的な表現を借りればという意味

であろう︒そういう意味において'﹁﹃今昔物語集﹄

‑

るかは今後根訂したい︒

られているO﹂は'下人が'死人の中に‑ごめ‑老婆を目撃したとき

⑰の表記は'㊤が原文通り仏語でt Sentimentalisme である
のに対し'㊧と㊥は英語表記に改めへ㊥は#=き出しのSが小文字で

﹁親告芥川龍之介﹂の頭注は'﹁今吾物語華の﹁頭身の毛も太

る﹂場面を要約提示することによってへ芥川がそれを的確に用いた

の異常な恐ろしさに対して水をさすことになってしまうのである︒

ことを裏付けるべき親切を注になっている︒なおへ㊥の﹁教授や料﹂

あり'のは頭文字である0どうして仏語を英語にしたのか'そして

るものを英語表現に改めることはヘ ビちRgU外国語ではあるけれど

その場合にどうして頭文字にしたのかはわからないO仏語表現であ

もへ大きな問題であって'高校l年生には英語のSentimcntalism

﹁しばしば﹂であるのかの説明はない︒なおへ⑦の注記なしは論外

には前掲語と同じく巻二十四の第二十を引いているが'どのように
である︒

の意味がわかるから注記も不必要としたのであるかもしれないがへ
そうでなくても勝手な理屈での改変は許されまいO㊧と㊥は注記に

'㊥がかなで

畳は床下や草むらに隠れへ夕方などに出てきて蚊など

ヒキガエル︒無尾目ヒキガエル科の一つ︒大形で'主として陸
上にすみへ
を食べる︒

さてへこの㊥の説明は3.かがであろうかo文部省の指示する教科
書の注記に関する事項を知らないが'何の注記もない⑦が根定に合

﹁ひき﹂ (㊥の本文で傍点を施しているのはこの語だけ)である︒

と説明されている︒表記は'⑦と㊥が漢字で﹁暮﹂

㊥

㊧ ひきがえ渇.

⑳の﹁ひき (慕)﹂は'

表記漣変えたことを記すのが順当であると思われるO㊥が⑰を注に

非常に恐ろしい気持ちの形容.F今普物語集jにしばしば用い

異常な恐ろしさの形容︒

も注に取り上げるほうが望ましい

⑲﹁策士﹂へ ⑬﹁疫病﹂へ ⑳﹁引剥﹂へ ⑳﹁辻風﹂の四例は'簡

取り上げなかったのは英語表記に改めたからであろうO
単な説明でもいいからどの教科
語句である︒
㊨

⑳の﹁頚身の毛も太る﹂は'

㊥
られている︒

と説明されている.このうちへ⑩の ﹁r今昔物語集L にしばしば用
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にはこれら粥喉に用いられる小動物以外に'轄蜂へ蜘妹

(の巣)へ蛇へ干し魚(蛇の切り身)が描かれていて'これらの異様

﹁羅生門﹂

なイメージが﹁羅生門﹂のテーマを亨えているのであるoそしてそ

格しているのであるから'まさか国語科の教科詔に'こんな生物学

の中でも﹁奉のづぶや‑ような声﹂が最も難解なのである︒

的記述まで要求してはいないように思われる︒生物学的記述と言っ
ても'﹁大形で﹂という形態的説明を除‑ともっぱら生態的内容で

①執扮‑

⑫四

l種の教科君にだけ取り上げJfれているものは次の十例である.

4一種が取り上げた項目

あるo何年か前までは巻末に栢物'動物の写真やさし絵などが付敬
されていたが'最近のにはあまり見かけない︒㊥の生態的説明は'
さし絵などによる形態的描写の脱落した結果のものであろうか︒
芥川は'﹁暮﹂をよ‑'たとえば﹁目の丸い'ロの大きな'どこ

⑮じゃて(以上の二

⑳連著した

⑳下人

⑳されば

寸

⑳局所

か幕の願を思わせる'卑しげな女﹂ (﹁伶盗﹂)のように'嬰喰的に

⑳低桐

用いているが'﹁着のつぶや‑ような声﹂のように﹁声﹂を形容し

これらの‑ち'﹁下人﹂ ﹁洛中﹂ ﹁四寸﹂ ﹁薬科﹂の四例は現在

例は㊥)

⑳洛中

たものはめずらしい︒老婆の声はまず﹁鴫の嘱‑ような声﹂と表現

通用しない名称であり長さの単位であるOそれ・S'が㊥だけに注記さ

⑳藁科(以上の八例は㊧)

され'老婆の心理に何らかの変化ないし動きがあって'﹁幕のつぶ

れて他が取り上げていないというのは問題である︒⑦や㊥がそれら

を当択一知っていることと扱ったのかへ あるいは辞雷を引‑か'人に

や‑ような声﹂になるのである︒では'﹁蔀のつぶや‑ような声﹂
鳴くような声﹂を理解するよりむずかしい問堰である(l般にから

大体'注とい‑ものは'なければな‑てもいいものでへ

尋ねればよいと定めたのかははっきりしないが'どうも変である︒

とはどんな声か︒t体﹁蕃﹂はどんな声で鳴‑のかoそれは﹁鴫の

すの鳴き声を気味悪いとするが'現実のからすの鳴き声はのどかな

う︒なくてもかまわないが'教育的見地からは付けた方がよいとい

方が理解しやすかろうという配慮に基づいて付けられるものであろ

ただあった

感じであるから'その気味悪さはからすの黒い色調に暗示されたも
のであろうへそれを芥川は漢字﹁璃﹂で示した)︒この﹁幕のつぶや‑

うのであれば'その方針を徹底させる必要があるのであって'必要

ごお'ろくなな︻﹁しち﹂︼となり'

﹁ななひきのこやぎ﹂なる児童否が出る)︒そ‑いうきめこまかい

にい'さんへよん︻﹁し﹂︼

を避けた配慮である(蛇足ながら薪近の数のかぞえかたは'いちt

ん﹂とルビがある0これは現代の若老ガ﹁ヨンスン﹂と誤読するの

﹁四寸﹂に﹁しすん﹂とルビを施した上で注記する︒㊥にも﹁しす

なもののいくつかだけを注記するというのは適当ではない︒⑱は

ような声﹂・というのも'﹁蔀の鳴き声に似た'ほそぼそとした声﹂

﹁ような﹂が十

立場から.の説明

ここは

というよりも'﹁暮﹂という小動物の醜いイメージから想起される'
‑

低い'しわがれた声という意味であると思われる︒そこでへ
生態的説明よりも'形態的I視覚的・聴覚的
が望まれるのである︒
なお'﹁羅生門﹂には'比況・繋喰の﹁ように﹂

杓へそして幕である︒

七例あり'そのうちの九例には小動物が用いられている︒順に記す
と'犬へ猫へ守宮へ猿へ風'鶏へ肉食鳥へ
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配慮が注記においても望まれるのである︒

劫‑﹂

注の欄に星印を付して'﹁注意する﹂ ﹁考える﹂ ﹁‑らべてみる﹂

も目されるものに㊥の小設問がある︒小設問は小間とも呼ばれ'脚

文論へ文章論的な面からの注記はまだ見られないが'その先駆と

が見られるからである)0

かで理解の困難な'しかも主題へ迫まるためには理解しておかなけ

などのことばで示される問題であるo

の四例は'古語であるとかへ転じた意味で用いられていると

れば要らない語句であるoそうい‑'わかりにくいが内容理解の必

に見られるようになってきたが'㊥にはそれが二十四問ありへその

﹁低個﹂ (㊥は﹁低回﹂と蓑記する)'﹁局所﹂ ﹁逢着した﹂ ﹁執

要な語句を注で説明するという方針は'今後他の教科F,=でも採用す

およそ半数が'指示語へかかり受けへ接続詞など文脈理解の問題で

これは薪近の教科吾にしだい

またそうなることが望ましい︒辞書は

ることになると思われるLt

桑要なものを見

ある︒まだそれらが綿密に根討された結果の問題であるとは言えず'

なかには単なるドリル的なものも混じっているLt

落してもいるが'別に﹁学習の手引き﹂論で扱うのでここでは先駆

他の面で大いに活用できるからである︒その際へ ﹁語弊がある﹂
﹁高を‑‑る﹂なども取り上げる必要があろうLtまたへそういう
抽象的な語の意味にとどまらず'文論へ文辞論的な面からの注記も

的なものとして取り上げるにとどめる︒

りへそれらは'﹁ここではF全秋⁝﹄は打消をともなわぬ語として用

望まれるのであるOたとえばへ ﹁羅生門﹂には二例の﹁全敗⁝﹂があ

れている︒接続詞の﹁じゃて﹂

'付属語の﹁じゃて﹂のかかわりにおいて

老婆の会話のことばから'特色のある言い方を抜き出し'普通

⑦の︹研究の手引きB︺ の﹁2﹂には'
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ろんないよりある方がよい︒しかし老婆のことばには'﹁じゃて﹂

l

と同じ接続詞でへただ逆接の意の﹁じゃが﹂がその前にありへ接続一

﹁じゃて﹂の注記であるが'これらももち

いられている︒﹂(㊤﹁学習指導の研究﹂)と説かれ'﹁r全ぎは'

次にへ㊥の﹁されば﹂

どこにかかるかに注意する︒﹂(㊥脚注欄の小設問)と示されている

同じ接続詞の﹁じゃが﹂

・を﹁そうなので﹂と説明するのならへ

と記されている)︒㊥の﹁ここでは‑‑﹂というのは'この用例だ

説明するのが'ことばへの目を養うことになるであろう︒

詞ではないが'﹁飢え死にをするのじゃて﹂と﹁じゃで﹂が用いら

け破格だというのであろうか︒﹁全然﹂という陳述の副詞の最近の

(その㊥の答えは﹁﹃支配されているLにかかる︒﹂ ︹F教授資料こ

用いられかたから見て'この説明では不足である︒というのは'芥
川は他の作品にもこの肯定文における﹁今秋一﹂を用いているのであ
﹁彼

の言い方に直せ︒さらに'作者は'なぜ老婆にこういうことばを

って(たとえば﹁煙管﹂には'﹁煙管の地金を全然変更して﹂

等の務想をへ全然裏切ってしまふ事に'なったのである﹂の二例が

﹁じゃて﹂の意味にとど

使わせたのか'考えよ︒

という設問がありへそれは単に﹁されば﹂

ある︒)へそ‑い‑作者の個性的な用例は注意をうながす必要がある
と思われるのである(なおへ芥川が肯定文に﹁全然﹂を用いたのは'

またこの作品における表現の問

まらず'位層語の問題にかかわりへ
題になっているのである︒

あるいは漢文的表現の影響であるかもしれない︒漢文においては
﹁全然1肯声の形は普通であるLt江戸時代の吾にもそういう形

この老婆のことばもまた大きく書き改めら

作者は大正四年に﹁羅生門﹂を発表し'その後もその表現を何度

構成すればあるいは注記論になるかとも思われるが'これは教材研

桧討されているものがあるかもしれない︒そしてへ私のこの文章を再

私はいまだに注記に関する論を知らない︒あるいはすでに綿密に

れていることであるがへ

究の一環としてのものであるので羅列的に思いついたことを記すま

か書き改めた︒このことは'とりわけ最後の1文においてよく知ら

はへまだ'老婆のことばを間接話法的に'つまり作者が概略的に苔

れているのである︒大正六年に刊行された第一創作集﹁羅生門﹂で

﹁されば﹂などには作者の表現意図が十分にこめ
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ない幸いである︒

る箇所も多いかと思うが'御容赦とともに脚教示を賜わればこの上

まにした︒以上の中には'私の至らないところも'思いあがってい

'﹁じゃて﹂が﹁だからである﹂というようになっ

‑というかたちで示しへ従ってへ ﹁されば﹂が﹁だから﹂一'﹁せねば﹂
が﹁しなければ﹂
ている︒そこで続きの﹁老婆は大体こんな意味のことを言った﹂が
生きていたのであるが'大正十一年刊行の﹁沙羅の花﹂に収めると
きに'そういう間接語法的な表現から直接話法へと吾き改められ'
これら﹁じゃて﹂

京都の庶民層のことばになったのである・ 0そういう意味において'
られているので'㊤の設問が当を得たものになっているのである︒
おわりに
教材が単なる教科否の本文だけでなぐ'注記'作者概説へ教材未
設問などの結合したものであるということから'注記を中心とした
教材研究を試みてきたが'当秋・;それは設問とか本文黄記'あるいは
的な検討が要求されてくる︒

主題などの問題ともかかわり合っているので'次にはそれらの総合
現行の教科書の注記を中心に見てきたのでそれら教科書に対する
批判のことばも随所に出てしまったが'私のこのつたない論の目的
がそこにあるのではない︒注記の現状を知るということは︑とりも
なおさずその作品の読みの現状を見るということで'私はそれらを
比較対照することによって随分と教えられることもあった︒

