川

冬景色論争論

論争段階で到達しえたその収栗を'論争という

@的郵象

の発展のl男を担ってこられた実践・研究者である︒

に'戦前戦後をとおしてtl罰して八戸田方式(数式))の継承とそ

といわれている︒
一方の古田拡氏は'芦田患之助の直系門下を自認されているよう

な歩みで教育現場に迎えられつつあるものである.しかもへ(文芸
研)の文学教育論はへそのすべてを西郷氏の文芸学に依拠している

ークル(文芸理論研究会)(略称'文芸研'昭和三九年四月設立)
を組織され'その斬新な方式‑(文芸研)方式‑は'今日着実

七年)に次ぐものといえよう︒
冬景色論争のみちぴき手となった西郷竹彦氏は'文学教育研究サ

ち足りた大論争であったといわれているもので̲
ぁるO
戦後文学教育史でみてもへその規模や内実からいって'文学教育
の成立をめぐっての'いわゆる〝西尾・時枝論争″(昭和二四年〜二

ぶに供する﹂(野地潤す先生'同類=tl五五ペ)と'名実ともに満

た'﹁本論争こそへすがやかで示唆にとむ︑まさしく真筆な論争と呼

足立悦男

西郷文芸学の原理的考察

冬景色論争の原理的〝問い″
冬景色論争の提起

の意味するところは︑文学教育にか

冬景色論争は終わっていない︒少なくともへ
した文学教育の原理的〝問い″
いるLt

かわる私たちの今日的課題にそのままつらなるものを多く内包して

冬景色論争とは'昭和四二年二月〜四四年三月にわたってtF総

に終わらせてはならないと考えるからである︒
合教育技術1 (小学館)誌上において'古EE拡'西郷竹彦両氏のあ
いだにかわされたl連の論争をいいへ直接的には'(冬景色)を摂
った芦田恵之助の授業実践記録を'間接的には'それを高く評価す
る垣内桧三教授の主張されたセンテンスメソッド理論を論争媒体と
している︒
﹁昭和の国語教育論争のなかでも特筆すべき﹂ (波多野完泊氏t
r冬景色論争し 明泊図部へ 1六三ペ)と史的評価もみとめられへま
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論争材となった(冬景色)

についてへ

ここで'若干の補注をして

畑には麦がもう一寸程のびてゐる︒それと隣り合って'ねぎや大

くさん集ってゐて'時々群になっては飛立つ︒

とした色を見せてゐる︒畑に続いてへ農家が一けんある︒霜にやけ

根が青々とうねをかぎって'こ,ばかりは冬を知らないやうに清々

閤ESBH

厳谷小波作といわれている叙景文(冬景色) は'尋常小学読本第

て赤くなった杉垣の中には'寒菊が今を盛りと咲いてゐる︒物訳の

十ォーJfT九課に縦せ・‑CZ,<!川‑"'‑. '.'熊 ルイ ムつたrJド 憩之的7‑*vJ

犬を連れた男が銃を肩にして森の蔭から出て来て'あぜ道倖ひに

をあさってゐる︒

ない︒二三羽のあひるが岸の霜柱をふみくだきながら'しきりにゑ

家の様に水のよくすんだ小川が流れてゐる︒魚の影は丁つも見え

む程なってゐる︒

後には'大きなだいくの木があって'黄色い大きな実が技もたわ

(大正四年)に'著者自身によってなされた授業実践が
のなかで主

み方教授し
(大正二年)

記録され (育英#L=院版﹃読み方教授㌔ 五六〜六七ペ)へ 次いでへ
垣内松三教授が'その主著﹃国語の力﹄
(F合本国語の力し明治図F='二八〜三三ペ'六三〜六七ペ参照)へ

張されるセンテンスメソッド理論の例証としてとりあげられて以来
国語教育における古典的教科讃教材の栄誉を得るという'いわば国
l国定教科吾教材にすぎなか

あちらの岡へ向ったoずどんと1接.何を撃ったのだろう︒銀杏の

語教育史上の記念碑的教材であったo

木の烏は急いで山の方へ逃げて行く︒榛の木の雀は一度にばっと飛

冬景色論争の全貌

冬景色論争の全貌は'次のとおりである0(論文名称はt r冬景色

iiiSS^^H蘭劉E

第一稲 ﹁冬景色﹂論 ‑ 文芸学の観点から垣内・芦田理論を根

論争し明治図糞 によった︒)

㈲

び立った︒

った(冬景色)が'卓越せる実践・理論の両面からす‑いあげられて
次にへ短いものであるからへそ6.全文を掲げておくO

いく理想的なプロセスを'ここにみることができる0

(冬景色﹀
黄に社に林をかぎってゐた木の葉も'大方は散果てて'見渡せば

は身にしみて寒い︒

四方の山々のいただきは'はやまっ白になって居る︒山おろしの風
宮の森のこんもりと茂った問から'古い銀杏の木が一本'木柏に

第二稿 ﹁冬景色﹂論を検討する(古田)

吹きさらされて'今は糞一枚も残ってゐない︒はうきを立てた様に
高く雲をはらはらとしてゐる︒中程の枝の上に烏が二羽止って'さ

箪二稲 古典的傾辞学批判 ‑ 古田拡氏の批判にこたえて ‑
(西郷)

っきから少しも動かない︒贋い田の面は切株ばかりで'人影の見え
ないのみかt かP Lの骨も残ってゐない︒唯あぜの榛の木に雀がた
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第四稿

﹁古典的修辞学批判﹂は批判になりえたか(古田)

第五柄 補説 (西郷)
この冬景色論争に斬りこむ角度には'種々多様の相が考えられる

I ﹁視点人物﹂論 ‑ 現実・虚構のあわい ‑

まずへ芦田実践記録(﹃読み方教授J)から'該当個所と'それに

たいする西郷氏の批判点を'少し長‑なるがひいてみることにする︒

余がきはめて下手な絵で児童と問答しながら板上にまとめた︒

題意識にもとづ‑展望を明らかにしていくことである0

つまり︑冬

る︑あるいはこれからのち直面するであろう課題の析出とへその課

である︒余は﹁この景色を作者が見ていた時間も問題ではないか︒﹂

が自照の道に乗って来れば'悉く問題は児童から起こるべきもの

めるということは大切である︒教師が何事をいわなくても'研究

﹁先生へ作者は何処にお

るのですか.﹂と0すべて叙景の文でも'詩でも'作者の位置を定

遠中近とまとめて来ると問題が起った.

④

氏の西郷氏批判の主要な点を遂一おさえながらへ主要には'西郷文

のであるが'本稿では'次の方位をとることにした︒一方で'古田拡
芸学‑西郷理論の理論的根証をめざし'文学教育の現在当面してい

景色論争は'何を明らかにし︑何を明らかにしえなかったのか'を

r読み方教授J六三ペ'傍線は西郷竹彦氏)

と付加した︒この時終業の鈴がなった︒((登I暗)へ 育英市院版

この景色をな

が め て い る も の と 考 う べ き で あ る と 説 い た ︒ 作者のながめていた

あることを知らせへ作者は昨日の絵の外にあってへ

次の直接教授の時に三段は動か ぬ 物 へ 四 段 は 動 く も の の 吾 い て

火を切った西郷氏の側にあるので︑西郷理論を中心に検討していく

らへ十分内外であろう︒﹂と話がまとまったO((第三時﹀︑同上至ハ

に森の中にいって発砲したまでは見ていたとしなければならぬか

時間は'各自まちまちであったが'﹁少‑とも猟師が畦遺づたい

っていて'終始へ.詣展開はここにかえりつつなされているへ従って

けっしてふざけているのではありません︒前述の問いと答えには

できることばは﹁机の机ではないのだろうか﹂とい‑ことです︒

﹁作者は何処にをるか﹂という問いに対して私が答えることの

しかし'これは文芸学の理論からいって'大きな誤りです︒

うな問いが出され'また右のような答えがなされているようです︒

芦田のみならず一般に現在の国語教育の世界にあっても右のよ

七ペ'傍線は西郷竹彦氏)

(苅l稿)西郷提案は'就中'論争母体ともいうべき主要軸とな

のが'このばあい妥当であると思うからである︒

を置‑ものであるO論争の主体は'あ‑までt へ耶l稲﹀ でその口

論争の拠っている史的位相を確乎としたものにしておくことに主眼

に論じるというよりは'西郷文芸学‑西郷理論のがわから'冬景色

考察してい‑ことである0従って'厳正中立の立場から純客観的

㊥

(第一稿) から次の三つの観点を'冬景色論争全体の茄大論争点と
して設定してみた︒以下へ 逐次追っていくことにする0

I ﹁視点人物﹂詣 ‑ 現実・虚構のあわい ‑
Ⅲ ﹁文学的遠近法﹂論 ‑ 文学世界の時空間 ‑
Ⅲ ﹁主題﹂論 ‑ 文学作品の(描) ‑
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現実と虚構の本質についての錯誤があるのです︒
たしかにこの冬景色をながめている人物がおります︒しかし'

この実景を目にしたかもしれません︒しかしかつてへ

それは作者その人ではな‑視点人物と名づけています︒作者は'
あるいはへ

にどれほどふかい解明への努力がなされてきたであろうか︒私たち

相の世界のもつ独自的機能へ領域の特性についてへ理論的へ実践的

は否定的な解答しか準備しえないいらだちを覚えるであろう︒こん

にち'多‑の文学教育論は'文芸学へ言語学からの援用を受けて'

これまで稀薄であったと思われる'文学のもつ独自的機能の理論的

文章教育の理論化の方向をとっているのをみれば︑この傾向は'

この実景に接していたとしても'引励

甥にあった自己をも対象化し視点人物として設定するのです︒俗

解明を指向するものとして'肯定的にうけとめることができるであ

あるいはついいまLがたへ

とがあるということになりましょうか︒

流の表現をかりていえば'﹁見ている作者と見られている作者﹂

しかし'この点に関しては検討を要するであろう︒

それは'文

如‑'文学性界の独自締域を強く説える点で特徴的である︒

﹁現実の性界からは自立した独自な小宇宙﹂ (頃料㊥)としている

ろう︒その潮流のなかでも'とりわけ西郷理論は'文学の世界を'

一般的にいうならば作者その人がこの実景を見ていなくてもいっ
こうにさしつかえないのです︒また実景そのままに文章化するし
ないはどうでもいいことです︒モデルのあるなしにかかわらず'

術至上主義﹂の相貌を帯びているのではないかtとい‑誤解を避け

において'ほぼその立脚していた地平を喪ったものとみられる﹁芸

傍線は引用者へ以下ことわ仇

学を自律固有の小宇宙とみる西郷理論の文学的立場が'弼後文学

l六〜一七ペ

またモデルと似ていようといまいと'虚構としての芸術は現実の

明治図書

惟界からは自立した独自な小宇宙なのです︒((第1稿)西郷r冬景

ておきたいためのもので'たとえばへ次のような江藤淳氏の辛妹な

色論争]
のないかぎり傍線は引用者)

﹁自律性﹂論批判などに対してである︒

種た‑みないいまわLをのけてみれば'﹁視点人物﹂へ﹁文学の自律

ぅな固有の領域が残されているのであろうか︒文学作品でなけれ

すでに論証されたことであった︒が'それならば文学にはどのよ

﹁文学 の 自 律 性 は な に に よ っ て も 保 証 さ れ て は い な い ︒ そ れ は

㊥(西郷)は'芦田実践記録批判のあらましであるとともに'西

性﹂のふたつが'核としてうきあがってくるが'これらは'西郷氏の

いわば否定的な定義によって決定することができるであろう︒

ば表現できないものが'いったいあるのかどうか︒その領域は'

郷氏の文学観そのものが'あらわに里されているところでもあるOl

﹁虚構論﹂.では不敵の関係にあるものである︒日常的に私たちが住

わが近代文学における﹁文壇﹂文学偏重の傾向がへその園随な立場

これはへ文埋文学の自律こそが至上絶体のものであるとしてきた'

社 所収二1四ペ)

¥LO‑r‑1/文学界 ﹁奴隷の思想を排す﹂江藤淳著作集5 講談

まっている現実の世界と'虚構文学世界のあわいに'西郷氏は重々し
aa;

‑(腰)を打ち込んでいる︒同時にそれは︑従来の文学教育論に対
する痛烈な批判の(按)でもあった︒﹁文学は虚構である﹂とは'
こと文学
その虚構世界の'現実世界とは明らかに異

これまでもご‑ふつうにいわれてきたことである︒だがへ
教育という甥においてへ
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念は同一である︒要するにへ自己(作者)を対象化したところの人

は'かっこつきの﹁私﹂とか'﹁誰々(固有名詞)﹂としてもへその概

(視点人物)とは'むろん西郷氏の造語である︒私小説において

学偏愛の傾向にむけ放たれた﹁自律性﹂批判であったとみられるも

温存の論拠として'文学価値を他の諸価値と断絶させてしまい'自
律固有の価値体と幻想していたことへの批判へ つまり'﹁文壇﹂文

点人物)を'西郷氏の﹁虚構詣﹂ときりはなしてその是非を論じるこ

物の謂であるが'ここでは'氏の呼称に従ってお‑︒つまり'(梶

とは無意味であって'それでは(標)の意味すら稀頂になってしま

のである.確かにへ文学教育の中で文学低値を考える場合にあって
いう教育的配慮は'いわゆる文学少年少女を育てることが文学教育

も'他の諸価値(社会科学的'自然科学的)と並べて押えてお‑と

(第一稲)全体をしさいに検討

うのである︒

(視点人物)

の説得力をもちえてはいなくて'芦田実践記録批判の的確な論拠と

しても'しかしながら'西郷氏のいう(視点人物)概念は'さほど

㊥(西郷)においてだけでなく

の其の目的ではないtという意味で必要なことである︒が'このか
ぎりでは'虚構文学世界のもつ独自的機能の分析を指向Ltその為
の前提として自律性をいう西郷文学の底を流れている虚構論とはへ

と思わせるふLもへそのかぎ

の関係は'単

もなりえていないようである︒作者

そのいうところの﹁自律性﹂の概念が'若干'異なっているとみる

りでは埼‑もないo

なる呼称の是非の問題ではないのかへ

‑

のが妥当である︒
むしろ'ここでは'現実へ虚構という異次元的両世界を無原則的

当択一の如Y.古田拡氏から'次の批判がかえ

に混用する文学教育のl潮流( ‑ ﹁文学の力によって﹂ '﹁文学の

されていった︒

なわち'あなたのおっしゃる作者の問題を'視点人物とかかわり

置せられるのでしょう︒この客体化する産出点としての自己へす

(客体)を生み続ける卦掛を'あなたの文芸学理論では'どう処

を対象化する主体としての自己は'どうなるのでしょう︒対象

﹁その場にあった自己の対象化﹂すなわちここにはへその自己

㊦

)が'ともすれば陥り易かったr後目主義﹂的文学教育への

力をかりて﹂とかいう'第l茶的に文学のもつ実効的教育的機能を
‑

問うて'文学価値を現実的諸価値にストレートに畢冗してしまう傾
向

史的反省として考えるならば'それらとの境界線を﹁自律性﹂とい
う外枠をもってひこうとしていることに︑有意味なものをみてお‑
べきではあるまいか︒

かつ相級なものとは申せま・

あって論じてくださらなくては'たとえあなたの文芸学が新しい

観点を示したものと言えても'深‑t

現実・虚構のあわいに'西郷氏のうちこんだ︿標)の意味合いは'
したがって等閑視しえない重要なものである︒氏の案出になる(梶

せん︒‑中略‑

この場合は'視点人物へ印主体なのです︒(1〇九ペ)

い︒二〇八ペ)

作者の始末をどうつけられるのですか︒ここを解明して‑ださ

点人物)という概念にしても'(撰)の切り離した虚構文学世界へ
の導入ロであると思われるLt (班) (E3)で根討する文学的時空
間'文学におけるユニIクな(描)論も'すべてこの(横)のきり
さいた地平に依拠して提起されていると思われるからである︒
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(1

0ペ

以上へ

(第四稿)古田

傍点は古田氏)

現実との距離は少ないのですO いわば'零的視 仙人物とすべき
でしょう

蝣

・

蝣

<

・

‑

1

∴

へ文学の理論)

(文学の理論)

第1五回

第1四回

の発売当時は'時間的にみれば'それのt
fe・z

現在(昭和四七年七円現在)へ六五回へ四年余りの長きに及ぶへ

この

に該当している︒この退職講珪において'蒜‑=>概念の初出

このように'(第四縞) の最終稿にいたるまでへ 概してへ古田拡氏

"

((内の目) (外の日)の初出は'uD*‑i t竺三回において)から,

.

は(視点人物﹀概念に否定的であるOしかも'ここで古EE氏の対時

1

曲折をへて蛇熟してい‑その経緯はきわめて興味ぶかいものである

・

されている︽零的視点人物)なるものは︑︿視点人物)のもつ概念性の

㌻

すべてを空無化させてしまうだけの痛烈な逆襲といわねばならない.

・

がへその︽視点)論の萌芽的形態をほぼ撃えたであろう'と推しは

・

︿零的視点人物)とは'すなわち﹁作者﹂の謂に他掌らないからであ

一

る︒古田拡氏のこの批判が正確とすれば'﹁作者﹂ に代えて'︿視点
>

かることができる頃に'冬景色論争の口火は甲bれているのであるO

‑

論争以後の(文学の理論)長期連載の成果が'ひとえにその理論的

,

轍密化と'西郷甥論に拠る作品分析例の最的拡大化にあることを考

︑

根底から‑つがえされてしまうことになる︒しかし'果たしてへ冬

・

景色論争で執物なまで‑りかえし萱喝する︿硯占入物)とは'古田氏

︽視点)請(︽視点人物)ち(内の目)へ(外の目)) の理論形態を撃え

えあわせると'冬景色論争の時点ではへその埋論的骨子ともいうべき

のちに明らかにするように'

の言にあるように'﹁作者﹂との距離近遠の問題として説明できる

ー西郷理論における(視点人物)とはへ

とみることができよう︒

という対象'はあ‑までもひろやかでふかいことを忘れてはなるま

このことは'文学教育理論のすべてにもいえることであるが'文学

しぅるまでには至っていないt

了えたばかりであって'柔軟に'いかなる作品対象にむけても駆使

ものかどうか︒

私たちが日常の生活の塗花で'掌で触れへまた他の感覚諸機能で

G)(古間)

覚しうるような生味の現実惟界とは異カテゴリーの'まさに虚構
文学世界の自律性を明証する珂論的礎石であるOそれがt

か︒そのときこそへまさに斬れ味の冴える刃

‑

垣内・芦田の﹁冬

誰蝣i:V¥A,'.'<cは'﹁E=詣﹂v:‑ん・・蝣rErCS捕:*‑>V.<*蝣‑i:'0蝣‑蝣

て川

いO従ってへ これをごらば確実に梗手できるt という作品対象でもっ

と'いずれもじゅうぶんの

にみられる如‑'(第1稿)

(箪二稿)

説得力をもちえなかったのには︑推察として︑ふたつのことが指摘で
ひとつは'論争当時'西郷増論の依っていた理論形成史での位相

きるように思う︒

西郷

1

宗色﹂.論を分析'検討することは'かえすやいぼで今日の亜流とも

であり'ふたつには︑叙景文(冬景色)を論争媒材に択んだことで

いうべき同語教育の諸原理を切ることになり((第7稿)

になるものと思われる.このような事惰からであろうか'

0ペ)

いるとはいえない︒これがひとつ︒

冬景色論争のなかでは'(視一)論はそれほど鮮かな展開をみせて

‑

ある︒
西郷竹彦氏は'﹁教育科学・国語教育﹂諾(̲明治図告)上に'6・
4より(文学の理論)を連載されて今日に至っている.(第1稿)
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さらには'西郷氏が純炊⁝たる叙景文をもって'総体的な'垣内・

取っていられることについては先にふれた︒そのことが論争過程で

古田氏が(視点人物)を︑作者との距離の近遠の問題として受け

きれなかった西郷氏の例の問題点として指摘できるO

ところである︒このことは'西郷理論の是非を論じることとは別のへ

尾をひき具体的に表面化して‑るのは'八第三相﹀

芦田批判を獲ったことにも'幾分の無理があったことは免れえない
それ以前の﹁教材選択﹂の次元の問題として指摘されな‑てはif'V
冬景色論争当時の西郷理論 ‑ 初期西郷理論と侭称してお‑(r文

る︒よそおいは少しかわっているが'その本質的なところは'西郷氏

された'島崎藤村の詩﹁千曲川旅情の歌﹂をめぐる応酬においてであ

で西郷氏の引用

ない︒
学教育入門] 明治図書 昭和四〇年刊の頃までをへ (視点)論導入

のきりさく(蝶)の意味へとつらなってい‑ものである0

にもかかわらずへ詩人の目の内なる世界((こころ﹀) は'去年の

詩人の目の外なる(もの)は冬枯れた世界なのです︒(‑‑)

以前とみてt

㊤

のちの西郷理論とは一応分ち'西郷理論形成史的に弁

別するのが妥当であろうと私は考えている)Iの最も有効にその理

春をよびさまLへそこまで来ている明日の春を先取りしているの

論的根拠を生かすこせのできる教材系列としては'たとえばtr入門﹄所

西郷九二ペ)

﹁散文﹂の世界にはいろうとして'﹁千曲川のスケッチ﹂に着手

﹁落梅集﹂なのです︒そのころへかれはもう﹁詩﹂とは訣別して

四詩集﹁落梅集﹂に収められております︒﹁若菜集﹂ではなく

ところがへこの﹁旅情﹂は'かれが'小諸義塾の教師時代の第

((第三稿)

る如‑の'相互形象(自炊⁝形象へ 人物形象) 問に'ある程度のドラ
その点t

収の﹁大きな白樺﹂(エヌ・アルチユーホワ作・西郷竹彦訳) にみられ

㊥

司

マチックな展開構成をとっている作品群においてであるO

F入門jの副題が'〟関係認識・変革の文学教育″となっているのも'

しています︒用心深い藤村は小説への準備として'ものを見る力

相互形象間の弁証法的関係性に着目したものとして首肯できよう︒
‑その意味では'西郷氏自身が大き‑評価していられるr国語の力]

((第四稿)

古田一〇二ペ

傍点は古田拡氏)

を養おうとしているのです︒それは春との訣別ともいえます︒

(垣内) のなかの'もうひとつのセンテンスメソッド例へ (徒秋⁝草
九二段) (r合本国語の力し明治図書へ六九〜七〇ペ)の方で検証さ

藤村詩﹁千曲川旅情の歌﹂を'﹁明日の春を先取り﹂するものと

れるならばへ 垣内学説の其随とのt より一層鮮かな理論的対比がみ

このことは'解釈の二様性へ

られたものと思われる︒((徒然草九二段)の'センテンス丸ソッド

のよみとりとなっているのであるがへ

みる西郷氏と'﹁春との訣別﹂とみる古田氏の'結論的には全‑逆
でとりあげる文学作品の(筋)詣に

理論による解釈へそのなかでも'とりわけ意識の流動に着目するいわ

といって済ますわけにはいかない︒ここには'文学作品に向かう読

そして前者西郷氏が'よみとりとしては史実的にみて誤っているへ

ゆる(想の形)概念は'(Ⅲ)

おいても'西郷理論と真正面からの対決に十分耐えうる内容をもっ

者のふたさまの姿勢が対比的に現象しているのである︒

ていると考える︒)
この二点が'冬景色論争のなかで(視点)論をじゅうぶん生かし

8

一

一

島崎藤村という一詩人の個体史的位置づけから詩仕界を限定的に
とらえる古田拡氏と'自律的存在としての詩世界から(冬景色﹀同

れる鮮かな﹁よみとり﹂が'鮮かなだけにともすればおちいりやす

ざす(理論)化営為が'文学作品にさいごまでまといついている作

ここで析出できる現下文学教育の課題のひとつは'文学教育のめ

い陥穿への警鐘として受けとめるべきである︒

いわば﹁作家論﹂的立場(古田)と﹁作品論﹂的立場(西郷)のち

様に春の萌しを発展的に見出す西郷氏のちがい'つきつめていえば'

ということである︒作品の創造母体である作者にあ

発展的解釈が可

がいとなって現象しているものとみられる︒

者の史実の重みを喪うことな‑'どこまで自律的へ

‑まで重きを置‑古田拡氏(たとえばへ引用資料㊦)と'それに代

能であるのかへ

拠っているものとみられるOしかもその多くはへ作家の年譜的事実

にここにあると私は考える︒

えて'︿視点人物)を対置する西郷竹彦氏の対立点の其の所在は実

現下の文学教育現場でも'大まかにいえば'このいずれかの立場に
の中に作品を浸らせ解釈する前者の流れを汲むものといえよう︒と

さて'このように問題点を整理しておいて'本項の焦点にたちか

ころが︑西郷文芸学のいうところの'
〝作品は作者の意図を準える〟 ((箪二稿) 八八ペ)
というテーゼは'いわばこの作品論的立場へ つまり作品を7回右打

えってへ考察をさらにふかめてみたい︒

西郷竹彦(㊨)両者の論述内容

缶

K

や

f

自律的存在とみる立場からひきだされるものであって'それがはか

o西郷文芸学でいう(視点人物)の理論的根拠は1体どこにあるの 81
か︒
l

仮にここで'芦田恵之助(㊨)へ

﹂

作 品 (作者)

次のようになるであろう︒

図

①

(芦田恵之助)

を図式的にとらえへ対比してみるとへ

をこうも執鋤に対噂する西郷文芸学の意図するものは何か.

O叙景文へ冬景色)においてなお'﹁作者﹂を排し'(視点人物)

らずも'藤村詩をめぐっては対立のよそおいをEWしているのである0
このような事象も'結局は'内授﹀の意味'文学の自律性'虚構と
いうものの独自的領域・機能と合わせ考えるべき性格のものであっ
m
〝虚構読み″ (西郷)・〝文章読み″ (古田)へと名称弁別される野
地潤家先生(r冬景色論争Lに対する意見老)は'それにふれて'
﹁虚構読み﹂の理論がどんなに精級になりえても'﹁冬景色﹂
という文章に即してその文章が読めていなければ'̀理論の空転に
なるおそれがある︒読むことの理論の構築と'読むことの実質上
の達成とは'つねに直結していると'楽観はできないであろう0
(一五三ペ)

にうらづけら

と述べられている︒この指摘は'作品に相対崎する読者のこれらふ
たさまの姿勢のうち'ことに後者'文学教育へ理論)

②

虚構文学世界

(視点人物)
作.品

読

者

現実世界

(西郷竹彦)

①図(芦田)が'同1次元において作品へ読者の対峠を示してい
るのにくらべて'②図(西郷)では'読者は現実世界とは異次元の
‑

自律的な虚構文学世界において'作品と向かい合‑ことを示してい
る︒今日の文学理論の水準からすれば'(作者)I(作品)

(読者)の問におけるこの位相関係は'文学鑑賞の成立するいわば

イf‑‑:..r.

文学は'他の芸術謂形象とは異質の'独自的(像)機能によって成

人文書院

三六1ペ)と'直穀に

立するものであること.Jt また'疑いを入れないであろう︒

〝芸術作品とは非現実である″

(r想像力の問題J平井啓之訳

‑

r

‑

三六五

‑

"

い'つまり西郷氏のうちこんだ(揺)の意味するその内実はへ (像﹀

いいきるサルトルの﹁想像力論﹂を例にとれば'現実・虚構のあわ

サル‑ルは'それを'

の本質的機能からい‑ぶん明らかにされるであろう︒

(同上吾

﹁美的対象とは'対象を非現実的なものとして指定する想像する
m

意識によってのみ構成され'把握されるもの﹂

﹁像としての対象物は非現実である︒たしかにそれは現存してい

イマ⊥ンユ

といい'さらに'次のようにもいう︒

るが'同時にへそれは私たちの手の届かぬところにある︒私はそ

一

しかしへ

れに触れることも出来ないし'その任国を変えることも出来ないt

というよりもむしろ'たしかにそうすることも出釆るがへ

使うことにはあきらめをつけへその像としての願に非現実な打撃

その場合は'非現実的にそうするのであって'私のこの双の手を

基本的図式であるといってもよい︒
﹁文学の自律性﹂を'芸術l般のはたす社会的諸機能のすべてに

イマ‑:ン.I

まで拡大'発展させて'他のあらゆる諸価値(社会科学的へ自炊州科

°

°

t

°

°

°

t

̲

'

,

'

°

1

°

.

°

1

̲

1

°

.

°

.

°

.

°

1

▼

1

.

.

.

‑

Ⅰ

°

°

°

Ⅰ

,

Ⅰ

°

を喰わせる幻の手の授けをかりるという条件がついている︒非現

°

学的)との完全な断層を意味するものとすれば'さきに引いた江藤

t

°

実の対象物にはたらきかけるためには'私自身が身を二つにして'
°

汚氏の批判に触れることになるのであ格が'②図の意味するところ

は引用老)

自分の身を非現実化する必要がある︒﹂ (同上吾 二三五ペ 傍点
̲

には'さらに文学独自の'言語形象について考究するてがかりを類
イマ‑ ・ソ't

い知ることができる︒

((第1稿﹀西郷

l七ペ)とは'実はこのようなことをいっている

のではないか︒ここでへ西郷文芸学の骨子(視点人物)は'サルト

﹁その場にあった自己をも対象化し視点人物として設定する﹂

ということは'ジャン‑ポール・サル‑ルをはじめ'戦後の芸術理

現実︑虚構のあわいを埋めるものが'(像)の機能に認められる

論のすでに明らかにしおえているところである︒言語形象としての

.

I
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つまり'文学の虚構性'自律性を明証する礎石として'作品世界に

ルが現実世界との対比で把える(像﹀ の機能から説明されている︒

はなかったか︒﹂﹁極‑手近なところに'きわめて鮮明にかいた景

景色が苔いてはなかったかoL﹁中程にややはっきりと書いた景色

﹁あります﹂と答えた︒﹁その山水の景色には'遠くに山などの

ン '

援用され'実作者に該当する作中人物として設定された形而上学的

イ

概念であろうへ と考えられるのである︒

‑

文学世界の時・空間

‑

⑨

見えぬ(もの)

の日常生活的事象に目を向けへそのなかから﹁山

‑

この箇所をとらえて'西郷氏は'(冬景

ヽ

文学はそこには見えぬ(もの)をもことば

現在へ視点人物の目には見えぬ(もの)

です︒ついさきごろまで

によって表現します︒﹁黄に紅に林をかざっていた木の葉﹂は'

5S

が見落されてしまっているとして'次のように批判を加えられてい

みえるが'芦田実践には'言語芸術としての文学の本質的なところ

負)の世界は'絵画的遠近法に酷似する作品構造をもっているように

配慮が窺えるoところがへ

﹁還中近﹂とまとめていく芦田恵之助の実践は'教授者としての好

水画の掛物﹂をひきだLt教材(冬景色) との類似性を指摘させ'

児童(学習者)

版¶読み方教授﹄五九 ‑ 六〇ペ)

段が中へ三段へ四段へ五段が近﹂と児童が説明した︒(育英書院

る旅客が'行‑べき道を見出したように喜んだ︒﹁一段が還'二

﹁見えます︒見えます︒﹂ という∵さながら追分で道に迷ってい

冬景色にはこれに似寄った点は見つけなかったか︒﹂とき‑と'

と承認した︒﹁景色を吾いた絵にはへ この遠中近の用意があるが'

色はなかったかo﹂ と問うと'児童は悉‑﹁書いてありましたo﹂
イマ⊥ンユ

言語芸術としての文学の構造的解明は'言語のもつ独自的(像﹀
機能とのかかわりにおいて'もっともよ‑その本質的考究が可能と
なK>‑(視点人物)という概念のもつ正否の両側面もまたへそれらの
冬景色論争をへての西郷文芸学=西郷理論は'億嵩州のひとつとな

観点から'文学教育の課題として論じられなくてはならない︒

の'いわば

以上指摘しておいた論

ったへ視点人物)をはじめ'それに加えて'(内の目) (外の目)
といういわゆる(視点論)の確立によってへ
争過程での不備を補いつつ雄飛することになる0
西郷理論形成の史的観点からいえばへその(過渡期)

﹁文学的遠近法﹂論

生みの‑るしみの甥がへ この冬景色論争の拠っている位相である︒

Ⅱ

﹁之を絵にするだったらヘビ‑否けばよかろうか﹂ (育英語院版

芦田恵之助の授業実践記録④((第二時関目))は'
r読み方教授)六三ペ)

のこの眼前の林の紅糞の美しさを心のなかに思いうかべていると

次に作者の工夫についてへ各自に発見したところをいわせた︒

さらに'前時(第1時間目) にも'次のようなところがある︒

と'児童にたいして発問を投げかけるところから'導入されている︒
㊦

っている(もの)を表現しているのです︒﹁人影の見えないのみ

ころです.つまりこのl句は'視点人物﹁私﹂の心のかかを色ど

かtか'',しの骨も残っていない﹂ ﹁魚の影は1つも見えない﹂な

それぞれに所見をいったが'まとめていうことは出来なかった︒
余は﹁皆さんのうちに'山水画の掛物があるだろう︒﹂というと'

83

ど,すべて'﹁私﹂の心の内に思いえがいていることであって﹁私﹂
の眼前に見えている(もの) ではないのです︒

⑨

文学における遠近法は単に空間的なものではありませんOむし

ろわかりやすい此喰をつかえば'﹁心理的﹂遠近法とでも名づけ

たらいいでしょう︒じつさいの空間的な遠近法が問題ではな‑'

それらの(もの)が視点人物にとって'身近な存在であるか否かへ

それらの見えぬ(もの)を直接に絵の上に表現す

その興味関心を強‑ひきつけているか否か'視点人物にとってど

したがってへ
ることはできません︒((第一稲) 西郷 三六ペ)

される遠近法なのです︒((第l稿)西西郷

三lペ)

の程度の関係'意味へ役割をもっているかなどによってつ‑りだ

㊦芦田実践記録批判としての⑤(西郷)は'表面的には'単に
(冬景色)を絵に'つまり言語的形象を視覚的形象に移行させること
の不合理性をつくにとどまっているともいえるが'それだけでも'

て感じたる所を中心として措けばへその点へ その事へ おのずから

ある景色又は︑ある人事を叙するに'最も美なる所'又は極め

㊥ 子規の言を引こう︒

活動すべし(叙事文)

氏はちみつに文章表現と絵画表現との差異を述べておられる︒

古田拡氏の指摘にもあるように'
㊥

﹁絵﹂のちがいをわからせたことへすなわち﹁文﹂の本質を'絵

引用老注)と感じさせたのである︒だからこの文は題目どお

すなわちへ景おのずから活動し'﹁絵のようだ﹂(芦田実践記録

それはそのとおりで異論はない︒いやへこれで児童に﹁文﹂と
との対比でわからせたのでへこの試みは成功したといえる︒((第

りへ この文の﹁冬景色﹂なることを感ぜしむれば走る︒あえてへ

‑

動‑(こころ)ということに注意を向けさせな‑てもよい︒わざ

二稿) 古田 六三ペ)
とかくへ文学へ絵画とい‑両形象のカテゴリIの本質的次元におけ

二稿) 古田・六五ペ)

わざそうし向けるのは'享受へ鑑賞の自炊⁝の理にそむ‑.((第

﹁文学的遠近法﹂をめぐる西郷氏の論述の主要点を'ほぼ首肯され

r板声

る差異性にまで配慮が及ばず'叙景的文章を絵画的にとらえへその
まま﹁板雷﹂として移し換えがちな文学教育現場にたいLt

ながらもへ ひとたびへ叙景文(冬景色) にたちかえってへ (冬景色)

﹁文図﹂に一考を示唆する意味で有意義である︒
さらに'資料⑨(西郷)は'文学作品独自の﹁表象﹂機能の特性

以上でも以下でもないtと古田氏は論難されている︒(視点人物)

の性界に自己の心情をゆだねてみると'やはりその世界は叙景の文

にまでもふれていることを看過することはできない︒冬景色論争に
色)を離れながら,﹁文学的遠近法﹂につIrて'純へ文学理論的に詳述さ

芸学からみた基本的原理へ原則論を提示し'古田氏はその鮮明な側

をめぐる論述戦がそうであったように'ここでも西郷氏は'氏の文

即してみていくと'西郷氏は'①をふまえつつも'ひとまず(冬景
れている︒一方の古田氏は'おおむね西郷氏の論述点に賛意を示し

﹁理論﹂過信から‑る逸脱であるという'そういった両者の観点の

面をじゅうぶん認めながらもへ (冬景色) に即した解釈になると'

つつも'﹁叙景文﹂とい受ソヤンル発生の史的源流にまで滞りなが
ら反批判を展開されるへその該当箇所を併せひいてみると'次のよ
うである︒
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現実・虚構を一元的につらねかえりみることのない安易な﹁リアリ

この関

ちがいが抑著となっている︒このかぎりでは'これ以上にへ

この点をふまえることなしには'成立しえないであろう0

そしてここにも'私たちは'正当な文学理論をその背後にみいだ

いえどもへ

ズム﹂論は'ここで否定的にならざるを得ない︒いかなる反映論と

つ

越の深化はのぞみえないように思えるのであるが'西郷理論におけ
る﹁文学的遠近法﹂論は'文学作品における時間・空間の特性へ
まり'虚構としての文学性界をそれとして特徴づける独自の機能に
他ジャンルの芸術形象と文学形象の弁別を明確化しえていること

る﹂59‑1

ら高い評価を受けている若き日の労作'﹁文体論﹂(F作家は行動す

文体論に対しコペルニクス的転換を迫るものとして'一部の識者か

すことができるのである︒その一例を挙げれば'江藤淳氏の'既成

に特性をもつ西郷文芸学は'日常生活的次元での現実における﹁時・

まで︑言及しているように思われる︒

空間﹂との対比で'文学世界における〟虚構″としての﹁時・空間﹂

る﹁時・空間﹂を'﹁文体﹂の側から照射している︒

るものではない︒われわれの外側にではなく'われわれのなかに

﹁時間は'実は時計のなかや'タイム・レコーダーのなかにあ

講談社刊)が'同じような地平に立って'文学におけ

の独自構造をも明らかにしているのである︒それらへの言及は'冬

いくと'かなり早い頃から西郷氏の焦点課題のひとつであり'たと

景色論争ではじめてなされたものではなくして'理論形成史でみて

あるものであるOそしてわれわれの行動によってはじめてつくり

だされて行‑︒し廿も﹁主体﹂は'文学者の行動の軌跡であった︒

えば'次の次=料にもそれを窺い知ることができる︒
ものおよびものの諸関係が空間をつくりその変化が時間として

ことは'作家たちが自分の主体的な行動によって時間をつくって

行‑ということを意味する︒逆にいえば'時間をつ‑りだしてい

従ってへ文体をかたちづ‑るということへ文体を完成するという

‑ことに成功しなかった作家へそれを外在的なものとしてしかと

認識されるのですが'われわれの意識のなかに反映された表現と

﹁時間﹂として変容され

関係'その変化とある対応を示しながらへ しかもへ それが認識主

しての(もの﹀と(もの)の諸関係はt.現実のレ秒といかとの諸
体の主観にもとづいて'独自な﹁空間﹂

らえていない作家は'決して其の文体をもつことがなくへ当秋一兵

所収﹁作家は行動する﹂二

ています (8‑ォtl﹁日本文学﹂詑'(ことばがつ‑りだす時空﹀

(r江藤淳著作集51講談社

の現実に迫るということもない︒この関係は正確に相互作用的で
二ペ)

ある.﹂

三八ペ)

文学創造の過程において'独自の機能を果たす﹁時間﹂をつくりだ

の

由来同様へ

せるかどうかをへ作家が'﹁文体﹂をもてるかどうかのメルクマールと

ここで展周されている論理は'〝関係認識・変革の文学教育″

る﹁時・空間﹂は'認識主体と認識客体の(ことに認識主体に力点

弁証法の論理にささえられている︒虚構文学世界におけ

を置いての)弁証法的関係性によってへ自在の可変的なものとして

的に江藤淳氏はいい及ぶ︒ここでも'要はへ現実世界を支える﹁時・

み'ひいては作家主体の'現実に対する認識の真偽性にまでへ発展

とらえられている︒無論のこと'現実の﹁時・空間﹂は'私たちの
生活現実をささえるものとして'不変的な客観的事実としてある︒
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を貫‑﹁シネ・ロマン﹂

ム映画の否定)を企図した作品として'また'文学と映画のあわい

(伝統的リアリズ

れは'つ‑りだしてい‑作家主体の行動の軌跡であるとする江藤氏

の旗手アラン・レネの'ジャンルを越えた合作であった︒私自身へ

(去年マリエンバードで﹀は'アンチ・シネマ

の﹁文体﹂論は'多‑示唆的である︒文学教育にかえして考えてみ

この映画にふれて'無意識裡にもっていた﹁リアリズム映画﹂観に

空間﹂概念の直接的反映ではないとい‑ことである︒文学性界のそ

ると'文学作品をよみとおすプロセスにおいて'読者(半円老)も
またへ読者主体による同じようなプロ七人を'逆に辿ることによっ

強い衝撃を受けへぼ‑然とした経験をもつものである︒西郷氏がひ

私はl面では'外部世界の現実的な出来事を描き'同時に他面

の両位相のおりなす奇妙な対応関係に言及していて興味ぶかい︒

あるが'監督担当アラン・レネの'次のような発言も'虚構と現実

かれているのは'この映画のシナリオ担当者ロヴ=ブリエのもので

ロマン(文学)の旗手ロヴ‑グリ工と'ヌーヴェルヴァ‑グ(映画)

の実験作品として知られている︒ヌーヴォ

て'作品惟界への主体的(参加)を可能にすることができる︒つまり'

アン〃Iノユ

文学的﹁時・空間﹂をかい‑ぐることによってへ読者は作品世界の
文芸学者へ文芸批評家のみならずへ現代フランスの新傾向芸術作

﹁現実﹂ にふれることができるtということになるであろう︒
家たちが'(視点) (人称) (ビユトールの試みた二人称小説﹁心

では'主要な人物の意識の中で行われる内的過程を写し出そうと

変り﹂など)とともにへこの文学的﹁時・空間﹂に注目し'自己の
作品世界にとり入れようと'企図七模索したのも当択一の着眼であっ

企てた︒この二つの面はじつは真実の相補的な二つの屑にはかな

そのどれが具

この映画はあるときはその表を'あるときは

たといえる.

らないのであるがへ

どれが想像であり思い出であり夢である

その裏をというふうに交互に示すので'見る者はへ
体的に起ったのでありへ

かを見定めることができない︒われわれがこのような時と処と物

(注Il九六一年度作品)を挙

西郷氏は'そのひとつの例証として'アラン・ロブ=グリ工の映
画作品(去年マリエンバードで)

﹁マリエンバード﹂の物語の全部は'二年にわたって起きるの

げてへ

岩波新書

五四ペ

傍点

それに照応させるためで

できる裡雑な多犠牲を持っているからへ

岩崎瀬著

語との多犠牲を作り出したのは'現実そのものがい‑つにも解釈

あった.(r現代映画芸術﹂

でもなく三Eにわたるものでもなく'正確に1時間半の酪(咲

は引用者)

写時間のこと) に起きるのです︒((第l稲) 西郷 三〇ペ)
と︑予想される誤解をおそれず'敢言されている︒ここでは'現

もはやへ

各々独自を構造的特性および餓野をもち合いながらへそれでいてへ

文学における﹁時・空間﹂は'現実世界における﹁時・空間﹂と

レネにしてもへ その主張するところはひとつである︒

多言を要さないであろう︒江藤浮氏にしても'アラン・

実・虚構の両位相における時間・空間の各特性が'アイロニカルに暗
あるものは敗れ潰え去り'数少ないものが芸術史

示されているのである︒過去の芸術遺産の多‑を否定して'果敢な試
行として誉均しへ

の樫に足跡を印した'これらの前衛芸術の諸作品やその芸術理論に
まで心をひら‑柔軟さは'西郷文芸学の魅力を倍化させている.
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微妙な対応関係をも保ちつづけているのである︒したがって無原則

り垣内は﹁目の動き﹂ ‑ じつは視線の動き ‑ というだけに

○わずかに視点人物の心の働きを察しているようであるが'やは

区分しているO

)((第i稲) 西郷 三〇ペ)

○垣内は目の動きを細かに迫った空間的遠近法によって文字群を

かぎってしまっている︒

的な両性界の交錯とかへ一元的反映論は'芸術教育の場合へ多‑の危
険性をはらんでいて'虚構世界の独自的構造を茂するおそれがある
といわねばならない︒

等も'﹁前半﹂部批判である︒これなども説得的ではあるが'﹁後半﹂

さて'もういちど冬景色論争にかえってみてい‑と'如述の斬新
的な文学的﹁時・空間﹂論を下地に'西郷氏は'垣内教授の主張さ

てあるにとどまり'内容に立ち入った実質的な根計は擦過されてい

部 (F合本国語.e力﹂明治図書六六〜六七ペ)は'ここでも引かれ

と五段に分ち'﹁後半﹂部ではそれを三段に分ってへその二様の段

垣内教授はt r国語の力﹂ の中で'﹁前半﹂部を(遠中近中速)

るように思える︒

られている︒
垣内は﹁この文はその叙景の上よりのみいえば遠中近中速とも

れた﹁センテンスメソッド﹂理論に対し'共向うからの批判を試み

㊥

落分けの根拠を'次の如‑説明されている︒

いふことができる﹂というふうに芦田が遠中近とおおまかにおさ

的なものに感じられるのに比べて垣内のそれは動的です︒(とは

られるかも知れぬ'さうするとへ この文は第三段を書かないで'

※﹁文外に生じた担架のやうな静粛が'或はこの文の生命と考へ

えたのに比べ細かく分析しています︒また芦田の遠近法が何か静
いってもそこにあるのは目の動き ‑ 視線の動き ‑ だけで'視

読者をして'読者の胸中に箪二段をG=かせて居るとも謂へる︒

点人物の心の動きが追求されていない‑‑)

三1ペ)

即ちかうした昧ひ方からいへば文の形は'五段ではな‑して'
西郷

垣内・芦田の遠近法はへその相粗のちがいや動的・静的のちが
((第一稲)

銃声から生じた局面一変

遠中近の叙景

いはあっても'いずれも空間的'絵画的遠近法をそのまま文学に
あてはめたところが見られます︒

2

‑

3 (読者の印象)

といふやうに見ることもできる︒

(﹁センテンス丸ソッド﹂

(第1稿)の﹁センテンスメソッド﹂批判は説得的であるが'こ
の解釈において)が生じるところである︒

て見るのは'文の与へる印象に依りて'読者がそれを胸中に再

改めて吾き下した1文字群を1段としたのである︒三段に考へ

の箇所にいたると,私には'若干の異論

八第i稿)で西郷氏はt r国語の力)から二筒所引用されている
のであるが (三〇ペ'三三ペ)'原拠r国語の力L ではへその部分

(r合本国語の力] 明治図書 六六〜六七ペ 傍点は引用者)

構成して見た形である︒﹂

五段に分ちて見るのは'印刷せられた文の形に基いて'行を

はひとつらなりとなっている︒そして'西郷氏の垣内学説批判はへ
○垣内も﹁視点人物﹂を﹁作者﹂ととりちがえている︒

そのほとんどが﹁前半﹂部に向けられているのである︒
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垣内松三教授の(冬景色)解釈の精彩を'私はここにみる︒とくに,
(3(読者の印象)) とい‑'読了後の読者の心的現象を推し立っ
ての一段落の特設は'意識の流動・推移過程が配慮されていることを
﹁文の形﹂に力点を置い

示している︒つまり'垣内教授の解釈意図は'﹁前半﹂部を1文の
形﹂に'﹁後半﹂部を﹁想の形﹂としての
た︑段落構成の二様の論拠を明確にすることにあったと思われるの
である︒この﹁前・後半﹂は'分断しえないひとつらなりとしての
意味をもつ︒
西郷竹彦氏の垣内学批判は'主として,﹁センテンスメソッド﹂理

m仏側ともふ‑まれへまた比較的まとまっている'汝の箇所

などである︒そのいみでは'垣内学派の側からの反論が期待される
のはt

﹁遠中近近中遠﹂と

とらえてみせても'なぜ視点人物がそのような目の動きをしてい

せっか‑垣内が細か‑目の動きを追ってへ

においてであろうと思われる︒
居

るのか'その内的必然性はすこしもうかびあがってこないのです︒

それぞれの(もの)が視点人物にとっていかなる意味をになって

視点人物の目の外の(もの)と目の内の(こころ)との関係が

存在するのかへ視点人物との関係がおさえられていないのです︒

論のうちでも'﹁文の形﹂批判として成立するものであって,﹁セ

心理的遠近法としてとらえられていないのです︒ただへ視点人物

対象世界Iの(もの)と視点人物の目その

の目の外の世界

﹁主題﹂論

文学作品の(筋)

ものとの空間的関係だけが問題になっているのです.((第二稿﹀
西郷 三一〜三二ペ)

‑

ンテンスメソッド﹂そのものへの総体的批判としては︑ふみ込みが足

Ⅲ

冬景色論争中へ最大の焦点となっている(主題)をめぐる論戦は'

論争中もっとも迫力に富むものである︒(第一稿)(西郷)の'次の

箇所が口火となったところである︒

この作品の主題は﹁冬景色のな

㊥ この作品の題名は﹁冬景色﹂ ・でありへ題材となっているものは

かに春を兄いだしている人の目と心﹂なのです︒ここに春とは春

もちろん冬の景色です︒しかしへ

の色'春のきざし'春の召び'生命のいとなみへ ゆたかなみのり'

を意味しています︒ここには'冬枯れの中にさえ春を'静のなか
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りないように思える︒垣内教授の主張された﹁センテンスメソッド﹂
理論'なかでも﹁読者﹂の心的現象の流動・推移過程にまで配慮の
及ぶ﹁想の形﹂の概念は'文学の世界を俗流反映論の如くにはとら
ぇていない︒虚構性界独自の﹁時・空間﹂に心をひらくもの,しい
ぅのがいい過ぎであれば'少な‑とも心をひらこうとしているもの
として'むしろへ高‑評価(西郷文芸学からみてもである)される
べきである︒

(視点人物)概念自体の是非性︒

しかし'西郷氏の大腿な批判の試みによってへ垣内・西郷両者の
対立点もうきぼりになっている︒

(視点人物)をめぐる(もの)と(こころ﹀の対応関係︒
同じように意識の流動を迫ってい‑にしても'(視点人物)

の視点の移動によってか'あるいは﹁読者﹂の心的現像を推し
はかってか︒

(3) (2) (1)

にさえ動を'そしてへ 生命のいとなみへ 人間のいとなみとそのみ

この﹁視

垣内学説への理論的批判のみごとさをすべてぶちこわしてしま

う結論がここにあったわけだ︒西郷氏の全体の所論とへ

○

のりを発見し創造することができる能動的な人間の思想がこめら

点人物﹂

判は'それとして立派に成立している︒

と'必然的な論理的連関性はないのである︒つまり垣内学説の批

の心として結論づけた部分とは'ていねいによんでみる

れています︒‑‑
たしかにこの作品は'題名は﹁冬景色﹂ですけれどもへ劃矧副

﹁春まつ心﹂といいきっていいのではないでしょうか︒

冬景色論争といえば'何をおいても'まずこの'西郷氏が﹁春まつ

((第l稿) 西郷 三八‑三九ペ)

もちろんあるまい﹂とされへ主として﹁授業論の展開への期待﹂と

上正敏氏は'﹁どちらが捲ったとか負けたとかいうようなものでは

異論があるのでtのちに論じるとして'以上掲げた四人の意見老(井

波多野氏の﹁必然的な論理的連関性はない﹂に対しては'私自身

(波多野完治氏 l七Elペ)

心﹂と断定された'(主題)をめぐる論争戦に尽きるといってよいほ

とらえられていて'直接へ(主題)にふれられていないので'ここで

目の外の世界は冬でも'目の内なる心の世界は春なのです︒

どへ焦点的に論じ合われているo r冬景色論争) (明治図譜)には'

論争老古田拡氏は'(主題 ‑ 冬枯れの世界の美) (五八ペ)を

それではへ西郷氏は﹁よみ誤り﹂をされているのであろうか︒

へと主題を収束していくのには'無理がみられるよ‑であるO

みをひきしめる真冬の厳しさのよう.なものはあっても'(春まつ心)

景色をしごくていねいによんでみても'そこには'人間生括のいとな

し‑は﹁よみ誤SrJとしていられる如く'そしてまたへ実際に'叙景文冬

ははずした)とも'西郷氏の(主題 ⊥呑まつ心)を'﹁よみ過ぎ﹂ 'も

‑

五氏の意見が添えられているがへそのいずれのひとも'(主題

(西郷)を批判的'もし‑は否定的にうけとめられてい

西郷さんへはっきり﹁春(のきざし)と考えたのは誤りでした﹂

春まつ心)
ss
o

﹁春まつ心﹂は'やはり︑はじめは文字どおり季節の春だった

(高橋和夫氏一三五ペ)

とおっしゃって下さい︒たとい'あなたの全立論が崩壊しても︒
o

で西郷氏

対略されて'その論拠を大き‑いって'ふたつのことにもとめて詳

((第1稿)

の引かれた'氏自身の授業実践による﹁橋波小﹂の児童のこと‑

としかわたしには思えません.子どもたち

つまり'叙景文冬景色はへその性格(冬の叙景文であること)からし

芦田恵之助の授業実践が'﹁十l月十七日﹂になされていること'

ー引用者注)は'どう考えても象徴的に用いていないへと思いま
﹁春まつ心﹂といいきろうとされる

(益田勝実氏一四一ペ)

述Lt反論されている0 ((節二稲))

す︒
ただ'﹁冬景色﹂の主題を

て'当秋⁝'季節相応の教材配列がなされているであろうこと︒さらに

○

は'文中のことば (大方は'はやへ 今はへ雀 ‑ いわゆる冬の千羽

雀'麦がもう1寸ほどに'銃 ‑ 十t月l日狩猟解禁へ 等々)から'

西郷氏の鋭い迫り方に感嘆しながら'わたしの心底には'なおへ

(野地潤家先生'一四七ペ)

にもかかわらず'ま冬の凄烈たるなかにが浮かんできて'そのよ
うに肯定しきれないものが残る︒
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節は﹁初冬の前半まで﹂であるとされ'﹁厳冬ではふつうへ
(四五

こんな

仮に冬を三区分して'初冬へ仲冬'厳冬とすれば'(冬景色)の季

の﹁対立点﹂が'論争中もっとも対比的にあらわれているからでも

とどめておきたくはない︒ここを長大の倣苫⁝としておいたのは'両者

(主題)解釈の是非 ((春まつ心)か(冬枯れの仕界の美)か)に

あったが'それ以上に私が注目したのは'西郷文芸学のいう文学の

あたりの観察にのんびりと時間をついやすことはできない﹂

防(シュジュー‑)論の'半ば論理的必然性による帰結ではなかっ

正とお詫び﹂という一文において'(主題

‑

春まつ心)杏(思想

指摘しておかなくてはならないO論争を丁えられた西郷氏が'﹁訂

そのことに少しかかわることで'西郷氏の側のひとつの﹁落度﹂を

つぶさに検証してみたいと考えたからである︒

たのかという'冬景色論争1読後にして湧いた仮説めいたものを'

ペ)'﹁春を待つ心は厳冬に到ってはじめて動‑のである︒﹂(四六ペ)
‑

と'さらに綿密な季節考証が添えられている︒このようにみてくる
と'古田拡氏の理路整然とした論述によって'冬景色の(主題
児童文学者でもある西郷竹彦氏は'論のかなめのところにいたっ

春まつ心﹀ (西郷)はまったく破砕されてしまったかにみえる︒
てへ よみ誤られているのであろうか︒

l語1句を迫って

(H>景色論争j

春まつ心)

二一八ペ)o

‑

明拍図か

ある

と訂正して欽しい旨を願いでていられることで

ぅちに'おおき‑変貌を遂げている0文学教育理論としての諸方式

なされていくこのたぐいの論争のばあいへ 幾分へ 公正を失するきら

ここで少し視点をかえて'文学教育の動向をみると'ここ一〇年の
(児言研︑教科研'構造分析・読解'文芸研の各方式等々)の登場とい

いもないではな.いがへこの﹁訂正﹂を私は少し重‑みたい︒
西郷文芸学理論では'文学作品の(主題)・(思想)を厳正に区

ぅ新たな胎動が現象してきている︒しかも'その多くはへ従来の文
学教育に対する斥笥として︑批判的に登場してきている︒この状況

をもっとも高次の概念で把握したものがへ この作品の主題である︒

形象化された内容をわれわれが客観的に概念化することができるも

主蛸にたいする作品の政泊的'社会的︑道徳的へ美的‑・・・評価が

別していて'たとえば'﹁作品全体にわたる形象の相関性へ全1性

下にあって'冬景色論争は'きわ満て重要な位置づけをもつものと
いえる︒

のがこの作品の思想である︒﹂ (r文学教育入門し 明泊図fS

冬景色論争を'如上の観点から'私は'(文芸研)方式をその背に
の教育実践者としてた‑まし‑生きぬいてこられた(個体・古田拡﹀

負うている西郷文芸学へ理論)と'文学の造詣ふかくへ大正・昭和

六ペ) のようである︒

しかしへ この﹁落度﹂が'逆に'西郷文芸学のいう筋論桧討の視点

八

氏の﹁対決﹂とみたいのである︒換言すれば'冬景色論争は'近代

つ心)は'いかなる論拠によって︑(主題)よりむしろ(思想﹀で

を用意することになったように思う︒叙景文冬景色における(春ま

国語教育の歴史的退座に対して'西郷文芸学をはじめ現下の文学教
かt という史的位相からとらえてみたい︒

なければならないと西郷氏は言うのか'このことはやはりへ文学作

育理論の'いちどはかい‑ぐらねばならない試練の場ではなかった
このような視点から'冬景色論争のなかで'最大の焦点とはいえへ
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をめぐる論軸を'文学作品の筋(シュジュー‑)をめぐるものへと︑

された紙白で'以上のことをふまえ'冬景色論争における(主用)

品の筋論にかかわりをもとめることができると考えるのである︒残

ことである︒西郷文芸学におけるよみの過程へすなわちへ文学作品

が'理論的にこの帰結をもたらせているのではあるirbいかへという

ここでは重視したいのであるが)へ西郷文芸学におけるよみの過程

契機をとも乍フ第一次感想文に拠っている︒他方は'(これをむしろ

私は文学における筋は'事件﹁できごと﹂の因果関係にもとづ

く筋(ファープラ)ではなくへ形象(えがかれた(もの・こと))

引用者注)のとらえ方は'この作品世界

(シュジコート)であると規定していますO ((第一稲) 西郷

の相関関係(からみあい)のうつりへうごきtかわる展開の筋

‑
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A

両者(垣内・芦田

三五ペ)

を﹁作者﹂の見た対象世界の描写であると考えた文芸学的な読み

㊥

の(罪)論とは'おおまかにいえば'次の如‑であった︒

その視点をかえて'考えてい‑ことにする︒
r文学教育入門しからの引用箇所を考え合わせへ西郷氏の訂正意
向をも汲んでまとめてみると'叙景文冬景色の(題材) (主題)
(思想)は'次のようになるであろう︒

‑ 冬景色のなかに春を兄いだしている人の目と心

項材 ‑ 冬の景色

= 主題
思想 ‑ 春まつ心
るoつまり,高村)から(主撃への過程においては'冬の叙景

とりに由来しています︒現在の国語教育界にもこのような考え方

ここでまず注意しておきたいことはへその力点の漸層的移動であ
に力点が置かれていて'(主題)から(思想) へ移ってい‑と'その

は形を変えて依秋⁝として残っています︒﹁ことがら﹂主義

﹁いつ'どこで'だれが'なにをどうしたか﹂というふうにしか

‑

力点も春の方にと'漸層的に移ってい‑という'流的的な展開過程
をみることができる︒したがってへ 論争の中で'(春まつ心)を'

作品を読まない傾向 ‑ や'作品の筋を﹁できごと﹂事件の筋と

(l九五三

(同右 三七ペ)

(主題﹀ではな‑(思想)と'西郷氏がされていたと仮定すると'私
自身まだしも首肯しえたところである︒では'力点のtへ冬)から

︻注 ‑ (描)論に関して'いわば西郷文芸学の原論とでもいいう
るものは'チモフェ‑土フに代表される現段階のソビエト文学理

し か と ら え な い 考 え 方 な ど す べ てそうです︒

(春)へと移行していく︑その方向をとらせた有力な論拠はなにか︒
ひとつは偶意的契機から'他のひとつは'なかば理論のすじみちから

論の中に確認できるように思う︒
たとえばチモフェ‑エフはへその著r文学の理論L

おける(描)論の二つの有力な学説を批判的に紹介している︒

年邦訳)の中で'﹁構成と筋﹂というl章をもうけ'ソビエトに

r冬なのに'読んでいると春のような感じがしたOこの作文は﹂

方向づけられたものと思われるのである︒
なぜ冬なのに春らし‑智いたのだろう0﹂ ((第一稲)三八ペ)

(文学理論関係の種々の労作のなかではしばしば作品の筋(シュ
ジエート)を構成する諸事件の体系を二つの部分‑ ﹁・‡⁚芸

などにみられる'西郷氏自身の授業実践(大阪府守口市立橋波小
学校)による︑児童の提出した第一次感想文のい‑つかが'(香)的な
ものを感知していることである︒しかも'このことは多分に偶意的

‑ト﹂ぉよび﹁ファープウラ﹂

‑

に分けているのに出会う︒こ

結論は次のような提案となっている︒

(そのいずれの場合にも﹁ファープウラ﹂

ても広‑普及していることは念頭においてお‑必要がある.︾

だがしかし'﹁ファーブウラ﹂の概念がそのいずれの意味におい

の概念は'従ってへわ

の場合には﹁シユジエート﹂はただ基本的詰藤のみを奉ボしへ

れわれの分析を助けず'ただそれを複雑化するにすぎない︒だか

こ

の若藤が実現される具体的事件の連鎖は﹁ファープウラ﹂とよば

らわれわ事は今後それを用いないことにしよう︒‑・・・中 略‑‑

コンフリクー

れる︒
しかし術語のこのよう至l重性はただ作品の分析を困艶ならし

以上がソビエ‑文学理論における(筋)論の現状とチモフェ‑

(同上書 二五二ページ)

むるにすぎない'性格の歴史としての﹁シュジエート﹂はそれを

通してこの性格が発現される諸事件の全体系を自己のなかに包摂
分けることは本質的に何ものをも与えない︒﹀

刊到1だからそれらの事件を基本的なものと箪義的なものとに

こうしてみると'西郷文芸学のいわゆる(描)論との理論的対応

エフの見解のあらましである︒

フのひく二つめの学説である'﹁白秋⁝的逐次性﹂﹁芸術的逐次性﹂

性は'きわめて濃厚であることが知れよう0と‑に'チモフユーエ

(﹁シュジュー‑﹂と﹁ファプウラ﹂のもう一つの理解があるOそ
れによると﹁ファープウラ﹂と呼ばれるのはもろもろの事件の自

たとえばへ虚構)という概念のはあ‑につい

ど'その差異性も考察しなくてはならないが'これ以上の資料を

てはへ西郷文芸学の方がはるかに力点をおいて分析している点な

応する点とともにへ

という西郷文芸学の定義とかさなり合うようである︒これらの対

の相関関係のうつりへ‑ごきt かわる展開の筋﹂ (ォ料㊥を参照)

という規定は'それぞれ'﹁事件の因果関係にもとづ‑筋﹂ ﹁形象

炊州的逐次性(事件の発生する実際の順序)で'﹁シュジュート﹂

をいう︒‑

とはそれらの芸術的逐次性(芸術作品中に語られる順序)'つま

略‑‑

り'それらがいかに作品のなかで述べられているかt
‑中

しかしこの分類も説得的ではない︒それは誤解に基づいているO
かったことではないかちなぜなら﹁シュジエート﹂は作者の虚構

というのは'あれこれの作品の事件の自炊⁝的逐次性は実際にはな

ら'(冬景色)

(シュジエート)論か

に即しては'︿視点人物)の心的流動過程に着目し'

(描)を否定して'西郷氏の代置する(描)

今日ではむしろ普遍的でさえあるへ いわゆる(iojgi‑,:r﹀式の

みることはできない︒︼

ちなみに,このチモフェ‑エフ̀の労作には'(視点)の概念を

二'三を指摘

の産物であり'従って﹁ファーブウラ﹂はそれをこのように理解

今もちあわせていないので'ここでは断定をさけへ
したにとどめておく︒

するかぎり作品形式の要素ではなくて'研究者自身の考究の結果
二五1'二五二ページへ傍線は引用老)

である︒) (チモフェ‑エフ著へ東郷正延訳へ ﹃文学の理論仙㌔
青木文庫

このチモフェ‑エフの批判は的確であり'とりわけ傍線部分は'
いるように思われる︒そして'二つの(筋)論を批判したかれの

文学理論の作品分析方法鼠としてきわめて柔軟な思考法をとって
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〝形象は'相関

ニークな(筋)(シュジュート)論に拠って'一気に(冬景色)を解

釈されている︒したがってへ (in^‑iKV式の(防) のとらえ方の

㊤

西郷氏の力説する﹁日日心﹂は'これはへあのようにことごと

((第二稿) 古田 六五ペ)

しく言わなくても当たりまえのことなのである︒

(第三稿)終末部において'

(九三ペ)

いまここに詳述したような文学的な象徴的皇思味として用
いていたのです︒

しで

私が﹁春﹂という語を使っているのは'季節としての春ではな

西郷氏が'

の如くへ擦追うところを残したままへ

㊧

で'若干部分が取り扱われているのみである︒

て'残念ながら深入りはなされず'﹁日日心﹂をめぐる応酬という形

ところがt.論争においてはへこの(筋)(シュジュート)論に関し

7ンチテ‑ゼ

否定の上に成り立つ㊥(西郷)は'いわばへ従米の解釈学的国語

にぎやかなゆたかなみのりの秋をしのび'

美しい紅葉の秋へ

教育論にたいする(対案) であるといえよう︒

えへ
生あるもののいとなみに目をとめへ

心をうごかしへ

ざし)を兄いだし'明るくゆたかにだいだいのみのりをたた

その心が眼前の冬景色のなかに清々とした明るい春の色(き

人間の生活の営みを思い起している︒

眼前の冬枯れた凪の身にしむ世界を見て

次のような展開例が具体的に示されている︒
㊨‑
2
3

4
5一発の銃声に動きだす世界に心をうばわれている︒
(番号は形式段落)

‑

(関係認識・変革の文学

((第1稿) 西郷 三六〜三七ペ)
西郷理論形成史でみると'初期西郷理論
教育論)における'いわゆる﹁形象相関の原理﹂

(シユジュ

する他の形象をその関係する側面から照らしだす″(r文学教育入門し)
この(筋)

として'(主題 ‑ 春まつ心)の(春)という語を'﹁象徴的﹂に用

Iから'(視点)論の確立にいたるまでへ

ート)の概念がtl質してその支柱となっていたといっても過言では

つまり西郷理論の本質的次元でのふか

い桧計はなされないままで終わっている︒︿視点人物)もそうであ

(シュジュート)論の是非へ

なり激しく論じ合われているが'西郷文芸学における'当の(筋)

向へと'ずれてしまっている.(主題 ‑ 春まつ心) については︑か

へと移りへその焦点がt.(春)という語の象徴性の是非をめぐる方

徴として読みとるべきか) ((第四稿) 古田 l〇三〜1〇七ペ)

(シュジュート)論から離れてtまっている︒つまり'人﹁春﹂は象

いていたと主張されたことから'古田氏の論軸も'それにつれて(描)
こ

なく(視点)論とともに'西郷文芸学の中核に準えられてしかるべ
(シュジュート)論に置くことを企図されていたであろう

きものである︒当然のことながら'西郷氏は'論争の中心軸をへ
の(・筋)
と思われる︒

芦田恵之助の実践記録にかぎれば'それが主と.して﹁ファーブラ﹂
的に︑﹁対象世界の描写﹂としてしかとらえていないことを二筋)
のである︒西郷氏はさ.七に'(描)(ファープラ)論から︑自己の論

ったが'西郷文芸学理論の中枢は'決して崩されていない︒冬景色

(シユジエート)の論理によってへ批判はじゅうぶん成立している

理を敢えて切り離し'(視点人物)の心の動きに寄りそいつつ'ユ
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論争をもってして'なお未解決の'向後の文学教育理論の大きな課
題として残されたままであるO
この喫緊の課題を'重荷ではあるが'以下私なりに担って'本稿
の締括りとしておきたい︒

理論のゆとり・よみの諸相

O へ筋)の方向について
‑
(第7稲)で西郷氏の示された(主題‑春まつ心)'そこには
西郷理論の骨子へ きわめてユニークな(描) (シュジエート) の理

ここでへその偶意的契機が(描)

(シュジュート)論とむすぴついているのである︒冬景色論争では'

向を決定的なものにしている︒

(筋) (シュジエート)論は'(秦)の表象を補いつよめる役割をは

たしている︒つまり'偶意的契機が理論によって解説されているの
である︒
西郷

三五ペ)であってへまさし‑弁証法的

(描) (シュジエー‑)とは'﹁形象相関のうつりへうごき'かわ
るもの﹂((第1稿)

展間過程を示すことに特色をもつものであった︒そこでへその弁証

法の論理をもちいて'次にへ比喰的にこのことを説明してみようO

の形象(たとえへそれが(冬)的なもの

(正)で(春)のきざしに彩られた形象は'からみ合うプロセス
において'対応する(戻)

であっても)との相関性から'やはり(春)的なものへ

論が支えとなっていたことについてはへ克明に追ってきたつもりな

のきざしを帯びる(令)

つまり(春)

ので再述はしない︒ただいえることは'(主題)

結には'﹁必炊⁝的な論理的通関はない﹂ (波多野完拍氏蝣<fr景色論

(第1稿﹀ (西郷)全体の所論と'(主題 ‑ 春まつ心) への帰

へ冬)から

達点にまちがいはない︒引用例㊥(西郷)にみられるへ

の形象へと発展してい‑ほかはない︒その

には'(題材﹁(主題) (思想) (ふつうにはこれに(理想) (輿

意味で(主娼‑春まつ心)は,西郷理論によるiJレかかよかの到

ぬきにしては'ふじゅうぶんなものになるということである︒古田氏

(春) への表象の漸層的移行過程へ (防) (シュジュート)の流動的

の真意をとらえる

壁)が加.ある)と'せりあがりふ‑らんでいくそのプロセスの考察を
の西郷批判には'ここのところの配慮が'やや欠けているように思え

展開過程はへ

このことを如実に示しているのである︒

るのである︒

争し明治図書

しかし'古田氏の'また多くの意見書のt.否定的もしくは批判的指
.梢をうけていることからみて'(主甜‑春まつ心﹀へと帰結W,戟

をきりむすばせるためにへ意図的'論理的に西郷氏は全体の所論を

西郷理論というあざやかな文学教育理論の到達しえたハイレベル

構築されているとみるのが'ごのばあい正確であろう︒

l七四ペ)というよりへむしろ必然的論理的連関性

るその根拠の希薄さは'もはや否みがたい︑としな‑てはならないで
そしてその断層をうみだした

あろう︒
ここには'1極の断層がみられるO

の地平と'同時にへ

ものこそへ橋披小児童の﹁第一次感想文﹂であったと考えられる︒

のようなものがここには共存しているのである︒(防)

(シュジエ

まさし‑それ故に生起していると思われる陥非

処理の際へ西郷氏の脳裡を掠めたであろう(春)

の表象に因ってい

るのである︒それが'結局のところへ (描) )(シュジエート) の方
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(シュジュー‑)論に依拠して

みちびかれる(もの)(主題・思想)とのあわいの空隙と'いいかえ
でもよいであろう︒
文学教育の理論が'級密になればなるだけ'1屑へ作品形象に即し
てのすなおな裏象化への配慮を欠かすことはできないことを'ここ
よみの固定化へ偏狭化‑文学教育の理論化⁝蝣J‑r為は'折にふれてこ

で改めて考えさせられる︒

の批判を受けてきている︒この批判に応えきるには'したがって'
理論・原理にか肇フ﹁よみの謂相﹂を理論・原理のもつゆとりとし

そして教育科学の学的成果によっ

て明らかにしておく必要があるものと考える︒
文学教育は'言語学︑文芸学へ

の理論にかな
というの

̀

﹁厳冬に向かう'ぴりりっとした冬景色のなかに'

(筋) (シュジュー‑) の原理によってへ蔑度か相計を加えてみた
結果'たとえばへ

視占州人物の心の動きを追う﹂ことも可能ではなかったかtとい‑こ

(シ

(主題﹀

わた‑しなりの'冬景色

(思想)は'次のようにでもなるであろう︒ひとつの'(描)

とである︒そ‑であるとすれば'叙景文冬景色の'(題材)

ュジュート)論による試みである︒またへ

論争にたいするひi,つの結論であるとともに'西郷竹彦︑氏の(案)

瑠材

冬の景色

にたいするへ(対案)の意味もこめられている0

‑

m

迄し‑生きぬこうとしている謂(生命)

人物の心.

にたいする共

厳冬とい‑いわば自然界の最猛威を目前にして'なお

いとなみの凌凍しさを感知している視

るさらに厳しい季節にむかいへ それに立向かう自炊州の

主脳‑‑‑・女ヽ枯れの世界のなかにも'これから迎えようとしてい

思想

'おわりに

冬景色論争をまとめてい‑ことで'それまで不鮮明であった私自

試みの段階である︒その確

身の課題意識のいくつかは'明らかになってきたように思える︒文学

教育の理論化営為は'こんにちなおへ
いる0

ここでとりのこした問題もふくめて'次の研究テーマとして

立を期する者のひとりとして︑さらに研究を碑み重ねたいと願って

いるr文学教育の原理的研究 ‑ 謂(方式) の比較桧計をとおして

IJのなかで'力の及ぶかぎり考究してい‑つもりであるo

(昭和四七年七月 稲)
(執筆当時へ広島大大学院生'現在へ広島大学教育学部附属高等学校教読)
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て支えられることによりtl屑へ科学的へ体系的な教授=学習過程を
確かなものにすることができることはいうまでもないが'あくまで
ま

その対象が文学という非科学的な和神活動の所産であることを忘れ
ることはできない︒体系的な文学教育理論が確立されたばあいへ

ずもって第一義的に自らに問うてみるべきことは'文学と教育の接
点'つまり'ゆとりとしての﹁よみの諸相﹂を'明確にすることであ
ろうと思われる︒その根証が'どれはどきっ‑しんどいことであるか

(シュジュート)

さて'最後に'﹁冬景色﹂にたちかえって'以上のことを総整理して

は'冬景色論争を微細にたどるだけでも'容易に想像はつく0

おきたい︒
叙景文冬景色においても'(描)

ぅ'別様のよみのへ方向)がありえたのではなかろうかt

が'冬景色論争をたどる私の率直な疑問であり'最後まで消失する
ことなく残っているものであった︒

I

