‑I年作の汀TO'‑.iス蝣Vi;2.‑・';'の帯I‑・'‑

尾

葦

曹

件の謡をする文章と'主体の恩を述べる文章との二極に分別するこ

ではなく︑文章それ自体のこととしてみれば︑これは'大き‑︑事

1実現であると考える(注‑)︒そして︑表現一般に通じるように

さて,文章は,表現の1形式であるところの具体的な言語活動の

述べようとするものである︒

高次の文章の学習へと進む学習案の︑その節一歩のところについて

ための最低の要件のみを備えた文事の学習から始めて︑以下︑より

に︑これを見出すことができると考える︒本稿は'それが成り立つ

永

作文教育の実践的カ‑キュラムの編成を目指して

E層im
作文教育のために'こうして'こうすれば'こうなるというよう
な文章作法の追究をこころみてみたいと思う︒ことは︑作文教育の
ためにすることであるからへ その現場で︑それがそのまま活用でき
貫したものを目指さなければなるまい︒端的に言えば'教室で︑生

るようなものを目指さなければなるまい︒そしてへ筋道のたった一
徒が直接実行できるような指導が可能であり︑前の時間のことが︑

に分別することができるのであるが︑それについては今は述べな

い︒本稿は︑このことをふまえて︑作文教育のための文章作法(学

とができる(江2)︒なお︑後者については︑これを︑さらに二類

校作文法)の追究をこころみようとするものであるが'これをも含む

次の時間に受けつがれて︑一時間1時間が'一歩一歩前進であると
いと思われるのである︒本稿は︑必ずしも﹁実践的カ‑キュラムの

いうような'具体的で︑1習 性 の あ る も の を 目 指 さ な け れ ば な る ま
編成﹂そのことを意図するわけではないが'具体的で︑1貰性のあ

3)︒今は︑その構想におおよそ従いながら事件の話をする文章に

学校作文接の全体的な構想についてはすでに述べたことがある(注

話題を限って︑その最初の部分についてへ具体的な作文学習案を考

るものを目指すことによって︑﹁実践的カ‑キュラムの編成﹂も可
作文教育の出発は'文章の基本を学習するというところにあると

(はなし)と呼び︑主体の恩を述べる文章は︑これを︑思 (おも

えてみたいと思う︒なおへ以下へ事件の話をする文章は︑これを話

能になるのではないかということを述べようとするものである︒
思う︒そして︑それから'次第により高次なものへの学習へと進む

い)と呼ぶこととする︒

筋道がつけられてゆかなければならないと思うのであるoその'文
章の基本とは'それが成りたつための最低の要件のみを嘩見た文章
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あるということである︒そして'文①は'後半が成り立つためにも

ここに当面の対象としようとする謡とは︑ある特定の時にt t回

法の追究を'具体的な作文学習案の追究をこころみようとするもの

考えていただきたい︒本稿は︑このような話について'その文章作

とである︒ここに言う話とは'文①と'そして後半のようなものと

必要であるが'それ以外の前半は︑必ずしも必要ではないというこ

限りあって︑その時の'時の持続に従って変転する事件を︑話と

1︑基本の学習

して書‑もののことである︒例をあげてみよう︒

なのである︒

さて︑例Iの文章について︑文①と︑文◎以下に限ってみると︑

‑①昔へある国に有名な陶器師がありました︒◎代々陶器を焼い

ここには'いくつかの特徴が見出せるようである︒第一に︑文①と

てへ その家の晶と言えば'遠い他国にまで名が響いてゐたのであ
ります︒◎代々の主人は'山から出る土を吟味いたしました︒◎

れは謡が︑ある特定の時のことを古くものであるという意味で︑見

文⑥とに'﹁昔﹂と﹁ある日﹂という特定の時が示されている︒こ

︹中略︺

またい1絵かきを尿ひました︒⑤またい1職人を尿ひました︒
⑥ある日のことでございます︒⑦身分の高いお役人が店頭にお見

いわば﹁名詞+が+存在詞﹂とでも言うべき文型の文であり︑文69

逃せないであろう︒第二に'文①は﹁〜陶器師がありました﹂と'

文であり'そしてへ文⑧以下の文はすべて﹁名詞十は+動詞﹂とい

ました﹂と組み入れると︑それは﹁名詞+が+動詞﹂という文型の

を文⑦に﹁ある日のこと'身分の高いお役人が店頭にお見えになり

えになりました︒⑧お役人は主人を呼び出されて'陶器を仔細に
﹁(略)﹂と'お役人は申されました︒

見られましてへ
◎陶器店の主人は︑正直な男でありましてへ恐れ入りました︒
⑳﹁(略)﹂と言って'お礼を申上げました︒

このようなことは︑ここだけのことなのであろうか︒文の文型とそ

う文型の文であるということがある︒細かな解説は避けるとして︑

の配置とにかかわりはないのであろうか︒そして︑第三に'文①も

⑪役人は立ち帰りました︒
小川未明の童話﹁殿様の茶碗﹂の冒頭からしばらくの部分であ

含めて'文◎︑文⑦をあわせたもの以下文⑦までの文は'その文と

文との順序を入れ換えることができないということがある︒このこ

る︒文◎の前の﹁中略﹂としたところまでを前半'文⑥以後を後半
ここでまず注目されなければならないことは'文①は別として'

と呼ぶこととする︒

とでございます﹂と示された﹁ある日﹂のことを昏いているという

い︒そして'第二のこととあわせ考えればt T定の文型の文が'1

ということと比べてtやはや特徴的〃仏ことと言わなければなるま

こでは'文と文との旧序を入れ換えても必ずしも不都合は生じない

とは︑文①を除く前半の文︑ことに文◎︑文①︑文⑤のばあい︑そ

ことである︒つまり'後半が'ある特定の時に'一回限りあって'

定の位置にあるということを'また考えさせてくれることでもある

前半は'いわばいつものことを雷き'後半は︑文◎に﹁ある日のこ

その時の'時の持続に従って変転する事件を'話として書いたもので
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◎ 終りに'シンデレラは王子様と結婚した︒

ちろんへ◎と◎との間には︑それらと同型の文をい‑つでも入れ

というような文章がい‑らでもできることに気付くはずである︒も

ここに当面の対象としようとする話が︑文①と︑そして後半のよ

のである︒
うなものであるとすると︑こうした特徴は興味深いものであると言

たものではないかと思われるのであるが︑これは'以上のような特

あって,まったく同じである︒そして'第三の'文と文との順序を

文①の﹁昔﹂︑文⑥の﹁ある日﹂が'模式の︑①︑①にもそのまま

みよう︒第1の︑特定の時を示すということについては︑例1の︑

前掲の例1において認められた特徴を'この模式に引き合わせて

て'話をさまざまに展開させることができるわけである︒

わなければならない︒文①と︑そして後半のようなものは'もうこ
れ以上,そのどこかを削り取るというようなことのできないもので

徴を有するのである︒文章の基本を学習するということは︑このよ

入れ換えることができないということについても'例Iと模式との

あり・これは︑謡の︑それが成り立つための最低の要件のみを備え

うな文章の学習をするということであり︑ここに認められた特徴

定の文型の文があると認められるということについてはへ一つの問

問に区別のないことは容易に了解されよう︒ところが︑第二の'1

は'このような文章の学習をするための有力な手がかりになるので
さて︑先を急がなければならない︒この問題については'ここで

はないかと思われるのである︒

題がある︒例Iの文①は﹁名詞+が+存在詞﹂という文型の文であ

は︑﹁お役人﹂という新しい登場者が始めて登場しているというこ

ここで注目されなければならないことは︑例1のばあいへ文⑦で

何を意味するのであろうか︒

あって'これはへ模式の⑧とは異なるのである︒このことは︑一体

にお見えになりました﹂.は'﹁名詞+が+動詞﹂という文型の文で

の文⑥︑文①をあわせた﹁ある日のこと'身分の高いお役人が店頭

詞﹂という文型の文であって︑これも模式どおりである︒が︑例1

って︑これは模式どおりであり'例Iの文◎以下は﹁名詞十は十動

結論を持ち出すこととする︒話において︑それが成り立つための最
低の要件のみを備えた文章とは︑模式にして示せば'次のようなも
のであると考えられるのである(注4)︒例1において認められた
特徴とこれとの比較をこころみてみたい︒
① (菅へあるところに︑○○という) △△がいた︒
⑧ (ある日)︑○○は××した︒
二

◎ (終りに)へ○○はXXした︒

とである︒模式のばあい︑①で登場した登場者だけが終りまで続‑

このような文章が︑とにもか‑にもあり得ることは︑容易に認めら
れよう︒こころみにへこの模式の︑○○'△△︑××に'過当な語

ば︑前者は登場者が複数であり︑後者は登場者が単数であるという

わけで︑この点が異なると言えよう︒例Iと模式との問には︑いわ

① 昔'あるところに'シンデレラという女の子がいた︒

ちがいがあるように思われるのである︒例Iの'﹁名詞十が+戟

句を入れてみればよい︒

◎ ある日︑シンデレラは王子様の舞踏会へ出かけて行った︒
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詞﹂という文型の文である文⑦は'登場者が単数である模式のばあい

に現場的に亭えば︑登域者を複数にするとへそれによって枚数をか

者を単数にすると︑その心配はないのである︒そしてへ次に'さら

せぐということもあり得るのであるが︑登場者を単数にするとへそ

に︑新しく別の登場者を加えることによって成立したものであると
めの最低の要件を揃えたものという点からみれば︑後者がtよりそ

考えられるのである︒そして︑このことは︑話のそれが成り立つた

は常にその一つの壬切者がどうしたかを考える他はないわけである

れが不可能になるということもある︒登場者が単数であれば︑生徒

作文の学習をするということであるということとなる︒そして,例

ここで'文章の基本の学習をするということは︑模式に従って'

枚数だけはふやしてゆけるのであるが︑羊場者を単数にすると︑そ

をふやしていけばt Tつの登場者がどうしたかを考えることなく︑

場をふさごうとしがちなのである︒極端に亭乙ば'際限なく登場者

は︑それに行き詰まると︑新し‑登場者を加えることによってその

が'これは︑やはり時として田難なことでもある︒そこで'生徒

れに近いことを示していることであると考えられるのではあるまい

Iのような文串は'それにへ新しく別の登場者を加えることにより

れが不可能になるのである.まずは'登場者が蝉数である文章を畜

か︒

なるのである︒模式に従って︑作文の学習をする ということは'ど

‑ことによって︑詔を書くことの︑第一のEEl難を経験することも必

成立するところの'1つの変型した文弱であると考えられることと
のような意味においても'余分なも秒のまじらない文章について,

要なのではあるまいか︒

これで'模式に従って︑作文の学習をするというととは'ほぼ確

作文の学習をするということであるがへその第1は︑この登場者が
単数である文章を昏くということである︒そして︑そのことの意義
は'くカかえして言えば'話の︑それが成り立つための東低の要件

そこでまず︑二つのことが注目されなければなるまい︒Iつは︑模

定したことになる︒只休的な文章を如Lrくことに進むことにしよう0

名詞+が+存在詞

式に従えば'こうした文章は'

のみを備えた文章を宙くということを︑これで確定するというとこ
ろにあるわけであるが'その他にも︑教室の実際から言って大切な
点もあるのである︒まずへこれなら︑当初の指示も最低ですむとい

入れ換えることができないということの意識が薄れがちとなり︑極

る︒次にへ登場者を校数にすると'ともすればへ文と文との順序を

はt F.名詞+が]]で示す﹂というような指示が無用となるのであ

続してと︑それぞれあるべき位置が定まっているということであ

第1文に'﹁名詞+・は+動詞﹂は'第二文以下第3文まで順序に連

てへ今1つは︑この二.雌の文は︑﹁名詞+が+存在詞﹂は︑文章の

類の1定の文型の文さえあれば成立するということである︒そし

という二稀の文さえあれば成立するということである︒限られた種

名詞十は+動詞

端なばあいには'多くのものを同列に並べたこととなって︑それら

うことがある︒たとえば﹁文章中に︑新しく登場者を加えるときに

が時の持続に従って変転する事件としてそういう順序にあらわれる

る︒詔は︑限られた楯湖の1定の文型山文がt t定の位指にあるこ

ヽ

のであっても'とかくそのことを忘れがちとなるのである︒が︑登場

°
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なるまい︒なおへ ここに言う存在詞とは'大まかに存在することを

とによって成立するものであるということを確認しておかなければ

て︑わた‑Lが作製したものである︒

この例には︑模式の①に相当するものがない︒が︑それは'そう特

を食べました︒そしてへわたしは'学校へ行きました

そして'わたしは'顔を洗いました︒そしてへわたしは︑.とはん

2 きのうの朝へわたしは︑七時に起きました︒

あらわすことばというほどの意味で'﹁ある﹂へ﹁いる﹂及び﹁〜て

話は︑限られた種類の1定の文型の文が'一定の位置にあること

別なことではない︒模式の①の﹁名詞十が十存在詞﹂の名詞は︑細

いる﹂がそれに当ると簡単に定義したものである.解説はしない︒
によって成立することができたらへ次には︑実際の文章を古くため

普通名詞でな‑'固有名詞ないしは代名詞であらわれるのであれ

である︒簡単に言えば︑文章の始めに登場者が出るばあい'それが

ば︑模式の①に相当するものはなくなって︑いきなり﹁ある日へ○

か‑言えば︑普通名詞なのであるがへこの例には︑それがないの

に問うことができよう︒第二に'何がいたか定めなければならな

○は××した﹂というように始まるということがあるのである(注

の会話に入ることとなる︒第一に'特定の時を定めなければならな

い︒﹁何がいたことにしましょうかね(何がいたんですか)﹂とい

5)0そして'そのことを別とすればこの例は︑たしかにへ模式ど

い︒﹁いつのことにしましょうかね(いつのことですか)﹂というよう

うように問うことができよう︒そして︑節三に'﹁ある日﹂という

おりの'話であるとl亭見よう︒﹁ある日'○○はxxした﹂で始ま

°

ような特定の時を定めた上で︑以下﹁○○は××した﹂という文を

0

順序に連ねてゆくことになる︒文と文との順序を入れ換えることが

0

って'以下'﹁○○は××した﹂が'脱序に退祝して並んでいるの

0

できないのであるから︑﹁ある日'○○は××した﹂が定まった

である︒

のである︒なぜそうなのであろうか︒考えてみたい︒

ところが︑これはへ小学生の作文の悪例の代表のように言われる

ら'以下﹁次にどうしたことにしましょうかね(次にどうしたんで
すか﹂と︑﹁次に﹂と言いながら問うことができよう︒そして︑こ
れだけのことで︑ただ話を古くということだガなら簡単に可能とな

に細かく分節しようと思えば分節できることがらを︑かたまりとし

この例にはt Iつの特徴が認められる︒I文1文が'それをさら

て取り扱っているということである︒1見したところでは'1文一

るのであるOが︑作文教育は︑ただ話を宙‑ということだけで終っ
てよいわけではあるまい︒さらに︑問題点をさぐって'検討を続け

文が︑それぞれ一つ1つのことを諮いているように見えるのである

が︑その1つ1つのことが︑実は1つ‑つの大きなかたまりである

てみたい︒

ように思われるのである︒ずいぶんと重いもののように思われるの

イ 時の持続を細か‑刻む
先日も新聞であったか見かけたところであるが︑小学生の作文の

その結果へ第1に'これでは︑ただ文章を書くということだけか

函EEJ5S

悪例の代表のように言われる次のような文章がある︒まず︑こうし
たものを二つの問題としてとりあげてみたいと思う︒なお'以下へ
特に出典を示さない例は'校数の女子大学の学生の作文をもととし
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香‑秒では︑すぐ忙手詰まりが生じるのも当然であると言えよう︒

かく分節すれば'数多くであり得るものをt l挙にかたまりとして

ら言っても'すぐに手詰まりが生じるのではないかと思われる︒細

く﹂ということが'一回限りあったことを書くということでありt

章を書く﹂ことを要求するのであれば'﹁生き生きとした文章を書

にはたらかないことの多いことも事実であろう︒﹁生き生きした文

要なばあいが少なくないことは事実であるが'これが必ずしも有効

とした文章を書きなさい﹂というようにも言う︒こうした指摘が必

ものどとを細かく分節して宙くことであるという'実際の昏きかた

そして'第二に'これでは'必ずしも一回限りの事件を書いたものに
﹁ごほんを食べた﹂のも︑たしかに実際にあったことを書いたもの

ならない初ではないかと思われる︒たとえばへ ﹁顔を洗った﹂のも

についても言わなければならないのである︒

の︑時の持続に従って変転する事件を'話として香くものであると

さて︑分節するとは︑どういうことなのであろう︒話が特定の時

なのに︑これでは'いつもあることが容かれているだけで︑1回限

すると︑話において'分節するとは'時の持続を刻むことの他には

りあったことが窃かれていることにはならないのではないかと思わ
れるのである︒細かく分節すれば︑1回限りあったこともあらわれ

﹁あなたがへいぜいものごとをよ‑観察していないからです﹂とい

て﹂と言っては続けてゆ‑ばあいをあげてみよう︒もちろん︑﹁t

時の持続を細かく刻む学習の1例として'文と文とを﹁一分たっ

り組まなければなるまい︒

ある︒ここで︑われわれは'・まずへ時の持続を細かく刻む学習に取

続を細かく刻んで捉えるということの他にはあり得ないはずなので

あり得まい︒ものごとを細かく分節することは'ものごとを時の持

ようが'それが一挙にかたまりとなっては'一回限りあったことは
教室で︑生徒は'しばしば﹁書くことがないんです﹂というよう

隠れてしまうのではあるまいか︒
に言う︒1挙にかたまりとして書いて'手詰まりが生じたことをこ

うようなものであるのが通常のようである︒そして︑その意味にお

に応じて︑適当に伸縮すればよいものである︒

分﹂という単位そのものにはほとんど意味はない︒これは︑その場

うも亭っのであろうか︒そのせいか︑これに対する教師の応答は

いて'この応答は'おそら‑まちがってはいないであろう︒が'こ

3 きのうの朝︑わたしは︑(七時に)時計のベルの音で目をさま

︹一分たって︺わたしは'腕をふとんの中に入れ︑ふとんの中に

した︒︹一分たって︺わたしは'腕を伸ばして背伸びをした︒

い﹂ことを責めるのであれば︑﹁よく観察する﹂ということが︑も

れでは解決にはならないこともたしかであろう︒﹁よく観察していな
のごとを︑細か‑分節して見るというようなことであるというtも

たって︺わたしは︑﹁七時よ︒起きなさい﹂と母が呼んでいるの

もぐり込んだ︒︹1分たって︺わたしは︑寝返りをしたo ︹1分

のごとへの対しかカへその把握のしかたについても言わなければな
らないのである︒﹁書くことがないんです﹂と言われたら︑﹁もの

で近事をしたo ︹1分たって︺わたしは'ふとんの上に︑起き上

に気がついた︒︹1分たって︺わたしは︑﹁はIい﹂と大き望戸

ごとを細かぐ分節して見なさい﹂というように言いたいものであ
る︒

生徒の作文を読んで'また︑教師は'しばしば﹁もっと生き生き
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この例も'例2と同様のへ話であるtが︑例2と同じような印象は必

分が今何をしているか︑‑っきりと自覚できるという意味で,大切

る︒それに対して︑まじりっけのない文章を書くということは・自

しているのか自覚できないというようなことにおちいりがちであ

というような学習をすれば'われわれは'しばしば,自分が今何を

ずしもないであろう︒細か‑みると︑例2で﹁わたしは︑七時に起

にしなければならないことであると考えられるのである︒学習する

った︒

いかと思われるのである︒そして︑例2では'﹁起きました﹂と'

きました﹂とだけあるところがへ実はこの全体に相当するのではな
いわば事実のみが述べられているのに対して'ここには︑さまざま

何をしているのかを確認しながら,一つ一つ自覚的に,階段を上る

る︒まずは︑まじりっけのない話を省くことから始めて︑自分が今

ように'要件をふやすことによって'完成された話を苔くことを成

ということは︑意図的になされなければならないことであると信じ

まな︑いわば発見があって'事件が'生き生きと描かれているとも

な行動が苔かれているようであるO書くことが増し︑つまりさまざ
言えよう︒

7)等を昏‑ことができないということがある︒これらは,いずれ

持続の中に入り得ない他の要件︑つまり'解説(注6)︑気分(注

あるから︑継続のあり得ないのも当然である︒そして︑次にへ時の

ということがある︒時の持続を﹁一分たって﹂と刻んでゆくわけで

でも呼ぶべきへ 1定の時間持続してあることを書くことができない

けであるからへいつものことは入りようがあるまい︒次に'継続と

とがある︒特定の時の︑時の持続を﹁1分たって﹂と刻んでゆくわ

にあらわれる︒まず︑いつものことは書くことができないというこ

ロ 時の持続を粗く刻む

ことを指摘するにとどめて︑特には解説はしない︒

るのである︒が'今は︑それについては︑こうしたことがあり得る

のこJJ'さらには会話のありように関すること等(注8)があり得

合のことにもかかわる文の長短のこと,いわれる現在形と過去形と

らきに関すること︑いわゆる接続語のことも含めて'句と句との措

る︒いわゆる主語の取り扱いに関すること︑いわゆる修飾語のはた

ような文章構成に関することの他にも︑種々の留意事項もあり得

⁝⁚なお︑このことに関連して︑教室での実際問題としては︑以上の

しなければならないと思うのである︒

就させるというような手続きの第1歩として,このことを︑大切に

も時の持続を止めてすることであり︑時の持続を'﹁一分たって﹂

﹁一分たって﹂を用いる効用は'こうしたことの他にもさまざま

と︑先に進めるよう錠がされては'入りようのないのも当然なので

いわけではない︒例3の﹁わたしは︑﹃七時よ︒起きなさい﹄と母

に'くりかえし行なっているうちにはへい‑らかの不都合も生じな

作文教育の出発としての︑時の持続を細か‑刻む学習を・機械的

ここで注目されなければならないことは'﹁一分たって﹂を用い

ある︒

るということは'まじりっけのない文章を書くということでもある

が呼んでいるのに気がついた﹂というような文を,無理に作るよう

になるというようなことは別としても'文章が'単調に'また平板

ということである︒現実の文章は︑さまざまな要件が組み合わさっ
た合1体であるのが通常である︒そうした文章を,そのまま真似る
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があって'事件が生き生きと描かれるというようなことがあるのに

の持続を細か‑刻むということによっては︑いわば発見ということ

ここでへ次の段階に進み︑時の持続を粗く刻む学習に移ることと

になるというようなことは避けられないことなのである︒

一が与えられるというようなことがあるように思われるのである︒

対して︑ここでは'それに取捨選択が加えられて'書き手による統

時の持続を細かく刻む学習の次には︑時の持続を粗く刻むという学

なる︒前にとりあげたかたまりとして審‑ということも︑時の持続

習も必缶のことであると考えられるのではあるまいか︒

を粗‑刻むことではあるが'ここでは'それではな‑︑時の持続に
大きな間隔を設けることを'時の持続を粗く刻むと呼ぶこととして

話は︑真実のみを並べればよいというものではないようである︒

その学習に移ることとなるのである︒
時の持続を粗く刻むということのありようは︑さまざまであり得

による統Iが与えられて︑始めて詔としての基本的な完成が得られ

事実のみではなく事件を描くのでなければならず︑それに事き手

じ r a i

る︒1例として'それらが次々にあらわれるような例をあげてみよ

そして︑ここに至って︑登場者が単数でなければならぬというこ

ると考えられるようである︒

に完成されたことを守ることはたやすいであろう︒登場者を複数に

とも︑始めて解除できることとなる︒登場者を禎数にしても︑すで

4 きのうの朝へわたしは'(七時に)時計のベルの音で目をさま
した︒
︹まもな‑︺わたしは︑﹁起きろ﹂という弟の芦を聞いた︒

である︒

して︑それをないまぜながら'話を古くことができると思われるの

∩しばら‑してUわたしは︑母が階段を上って来る音に気がつ
∩三十分たって︺わたしは'元気よ‑学校へ向かっ・て出発し

いた︒(わたしは'あわてて飛び起きた︒)

た趣きが異なるようである︒あった事実や︑具体的な行動が容かれ

この例も'上来の例と同様の'話である︒が︑例2'例3とは︑ま

とりあげることができるのではあるまいか︒

ば'次のようなものは︑これを'そうした緩急自在の話の例として

の二面を兼備して︑まず第1の完成に到達したことになる︒たとえ

合1的に成就させたときへ詔を討くことの学習は'発見と︑選択と

時の持続を印か‑刻むと'時の持続を粗‑刻むとの二つの学習を

ハ 時の持続に緩急をつける(緩急自在の詔を宙‑)

ているというだけではなく'いわば生活の実感︑登場者の人となりと

5①祖父の三回忌の法事のある前の晩︑信太郎は寝床で小説を読ん

︹放課後︺わたしは︑大急ぎで'グランドにかけつけた︒

た︒

いったようなものもうかがわれるようにも思えな‑はない︒話に1

.◎暫‑した︒⑨すると眠ってゐると思った祖母が又同じことを云

﹁明日坊さんのおいでなさるのは八時半ですぞ﹂と云った︒

で居ると︑並んで居る祖母が︑

定の方向があって'書き手による統一が与えられているようにも思
われるのである︒
ここで注目されなければならないことは'ここでは︑ものどと
の取捨選択が行なわれているように思われるということである︒時
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⑩﹁六時過ぎましたぞ﹂驚かすまいと耳のわきで静かに云って居

た︒

⑬翌朝(明治四十一年正月十三日)信太郎は祖母の声で目を党し

夜着の樺に顔を埋めた︒

1時過ぎて居た︒⑲彼はランプを消して︑寝返りをして'そして

◎どれだけか経った︒◎信太郎も眠くなった︒⑳時計を見た︒⑳

⑦間もな‑祖母は眠って了った︒

らいいでせう﹂
◎﹁わかってます﹂

◎﹁それ迄にすっかり支度をして置くのだから'今晩はもうねた

った︒④彼は今度は返事をしなかった︒

たtつの姿を見ることができるともl亭乙るのではあるまいか︒

られることとなるのである︒そして︑ここに'上来の学習の完成し

んだものとを'自在に組み合わせた'緩急自在の文章であると考え

は︑こうして'時の持続を粗く刻んだものと'時の持続を細かく刻

の持続を細か‑刻んだものであると考えられるのである︒この文章

の文と﹁1分たって﹂をもって続けることができるものであり︑時

てへ問題はあるが文⑪︑そして'文⑮'文⑯︑文⑬は'.いずれも前

つの句をつないで作ったと考えられる文⑲も含めて'文⑳︑そし

けか経った﹂︑文⑬の﹁翌朝﹂は︑時の持続を粗くく刻んだあらわ

ある︒文◎の﹁暫‑した﹂へ文⑦の﹁間もなく﹂へ文⑧の﹁どれだ

れは︑緩急自在の文章の一つの典型であると考えられるものなので

らないが︑今は'文字どおりその第1歩である基本の学習のみにと

紙数も尽きた︒謡をむく学習の中には︑二︑三も加えなければな

おわりに

三 高次の文章をめざす

二 変型の学習

れであり'文⑤︑文⑥も含めて︑また前の句と﹁一分たって﹂続く三

る︒
⑮﹁今起きます﹂と彼は答へた︒
⑯﹁直ぐですぞ﹂さう云って祖母は部屋を出て行った︒⑩彼は帰
るやうに又眠って了った︒
志賀直哉の短詩﹁或る朝﹂の目頭からしばら‑の部分である︒文
④と文⑳とを除いて︑問題の多少ある文⑪を別とすれば︑この文章
は︑見事に'時の持続に綾急をつけることによって成り立っている
文章である︒文④は'﹁〜なかった﹂とある否定表現の文で︑これ
については︑考察が不十分であり'態度を保留する︒文⑲は︑文⑬
に﹁〜云って居る(ところの)祖母の声で〜﹂と組み込める解説表
現の文で︑これはへ時の持続の中には入り得ない他の要件と考えら

あることはよく知られていることであるが︑本稿は︑もちろん前者

作文教育に'言語教育的な一面と︑人間教育的な一面との二面の

どめなければなるまい︒

見た﹂とでもしなければ'上来の学習からは得られないものであ

のみに片寄ったものである︒作文教育が︑もっぱらなし得ること

れるものである︒文⑪は︑﹁時計の針が1時過ぎを指しているのを
る︒これらを除けば'志賀直哉の文章は︑1椴にそうであるが︑こ
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は'前者のみであると考えるからである︒そして'その言語教育的
な面が'決して充実した状況にあるとは言えない現状を見れば︑さ
まざまな︑作文教育のための文章作法の追究は︑重要な課題である
と言えよう︒本稿は︑その一つの解決を︑できるだけ具体的に'現
場的に得ようとしたものであるoこれが﹁実践的カ‑キqlフムの編
成﹂ への'1つの手がかりになればと願うのみである︒
注1 拙著﹁国語表現法研究﹂1 1ページ

(広島女学院大学﹃国語国文学

章﹂・﹁主観表現のまさった文章﹂の二種があることを述べ

注2 右書に'文章の基本的類型として'﹁客観表現のまさった文

拙稿﹁学校作文法の構想﹂

あるとこ
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3*

注3
誌﹄第6号)
注4 前掲﹁国語表現法研究﹂C‑・"蝣‑・川ページ

右書に'感応表現という名でへこのことは詳述した︒

前掲﹁国語表現法研究﹂に'解説表現のことは詳述したe

(広島大学総合科学部助教授)

拙稿﹁学校作文法序説﹂ (広島女学院大学﹃国語国文学誌j

第2号)参照︒

8

7

6

のである︒

はどうした﹂とか﹁ある日︑私はどうした﹂と昏くほかはない

ろに私がいた﹂とは書けない︒いきなり﹁ある日'シンデレラ

注5 ﹁督︑あるところにシンデレラがいた﹂とか﹁‑︑

注注注

