の

舶先
の古典人形劇

‑

啓

恵

私の1年生が終わったo過ぎてみればアッという間だが'半面t

も'ほとんどの生徒が自分の意志で書き得たことを評価しよう︒そ

者はまだ多くはない︒が'半ばひねり出した回答であったとして

考え方﹂と答えたoそれを自分自身の生き方と関連づけようとする

年の終わり

桐

Ill年ぐかいは経った感じもする︒生徒の姿が見えず'自分の姿も局

して私は'絶えずへ ﹁何のために学ぶのか﹂ ﹁何を学ぼうとするの

1

五里霧中
‑

片

えない︒一体自分は何をしているのだろうという焦立ちにかられな

か﹂という問いを彼らにつきつけたいと思う︒学習者がそれを自分

古典を通して何を学ぶのか︒ほとんどの者が'﹁昔の人の生活︑

結果を衰1‑Ⅳにあげてみる︒

がら︑壁にぶつかっては'そのたびに思いつきであれこれやってみ

‑ 古典を学ぶ姿勢

た︒泥の中を這いずりまわるような日々0そうして私の生徒たちが

自身に問うことなしに︑学習の成立はあり得ない︒そうして︑その

と答えた︑その求めるものの次元がさまざまであるからそのことと

査合わせて年間十八回o本校の進学指導は厳しい.〇 ﹁わからない﹂

ないと答えた者が多いことである︒毎日の早朝補習'定期'実力考

ここで少し気になるのは'学力の高い4組で'学ぶ目的がわから

は授業に貯えねばならない︒

問いに応え得るもの︑彼らが答として拾うことのできるものを'私

一年生を終えへ私自身が一年生を終えた︒
古典の学習を始めて十カ月めの1月'生徒に次のようなアンケー
トを行った︒
LS古典の学習を通して'自分は何を学ぼうとしているか︒
㈹今までの古典の学習で'自分は何を学び得たか︒
2 '今までの古典の授業で印象に残っていること︒

追いたてられる上位クラスの生徒が'学習の本来の目的を見失って

短絡的に結びつける気はないが'特に受験用学習に1年のうちから

しまうのはむしろ当然の成り行きのように思える︒下位クラスは逆

3.古典の授業に望むこと︒

対像塵徒は私が古典を担当する1年普通科(1組〜4組︒ATの

ヽ

成績で分けられたHR固定の習熟度別編成学級︒A=4組t B=3

ヽ

に'置き去りにされることで目的を失う0 もっとも'最終的には
ヽ

粗t c=1'2組の順になっている)生徒数1八三名中へ回収した

それなりの進路におさまってしまうのだが︒私は'少‑とも私の授

ヽ

のは1二六名︒回収も徹底せず︑きわめて大雑把なものだが'その
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表

1. (7)古典の学習を適して,自分は何を学ぼうとしているかo

4矧l計
昔の人の生活,考え方。
昔と今の生活,考え方の違い,抱移O・
菅のことを学び,現代の'自分の生き方に生かす.生きざまよ
日本の言語,昔と今の言葉の違い.推移o
2 ‑ H
C M

日本(文化)形成。
日本への外国文化の影野O
時代背ミ'U¥一
説解ノJ. .1L'.‥Y,1).川P.!I).拙.iinil‑ 、;千

9

言語感覚を豊かにする。

1

人間の心を学び,自分の心を豊かにするo
日本人のほこり。

3

世間についての知乱 現実への理解。

1

教訓。

1

古文(詩)にこめられた思いo
昔の人にとっての文学。

1

1

昔の日本文学。
古文のおもしろさ。
古文読解は。
文7'∴ ift'サj。

古文,漢字の知乱
古典の表現方法。
何もない,よくわからない。

表丑

1. M)今までの古典の授業で,自分は何を学び得たかo

・サ'‑2'つ1‑:'>.',

ーIPS‑

K? to‑h

昔の人の生活,考え方。
武士の生き方が印象的。
昔の人は自然を好んだ。
昔の人と詩のつながり。
苛の人の愛し方。
昔の人も現代人もあまり追いがないjlぇ。
昔と今の人々の生活,考え方の違い。
現代人は感動が少ない。

ことばを学ぶことの大切さ。
自己をみつめなおす。
ひとつの事柄に対する思想の多面性。
世の中の現実。
古典文学と歴史のかかわりあい。
古典の楽しさ,おもしろさ。
古典を理解できるようになった(要旨がつかめる。)
辞番をひくことがおもしろくなった。
口語訳が楽しくなった。
予習しておかなければならないということ。
古典は.自分がやる矧こならないとわからない。
積極的に授業に参加すること。
文法をマスターしなければ理解できないO
古典の演現ii;‑。
歌の技巧.
文法的なこと。
漢文の読み方。
昔と今のことばの違い,推移。
故事成語。
1

2

1

4

ごく基礎的な事項さえ学びとれていない。

衷Ⅲ

2.古典の授業で,印象に残っていること。

^ ァ

rf to to Li)

2 ‑ H
1
2

co‑<‑<r

c o

t

平家物語
敦盛の最抑
武士の生き方
徒然草
兼好の性格,考え方
つれづれなるままに
高名の木のぼり
高野の苗E空上人
伊勢物語(初冠の男の反応の速さ)

a J2 to o‑

< m

'.V":てI、

c o

百人一首(班別の研究,発表,カルタとり)
徒然草(絵本)
古今集(歌物語)
野外授業

i r >

グループーJ蝣ii

o
ォ
H
H

‑199‑

土佐日記
古今集
菅の人は春を待ちこがjlていた。
自然に対する鋭い感覚。
昔の人の恋愛,愛惜。
貴族の知性,はでな生活。
昔は男の人が好んで詩,日記をかいていたことO
00
fH

歌の意味の深さ。
たくさんの句法がある。
花は桜のこと。
昔と今のことばの追い。

rH
i‑I

ろは
し習

典古対
nra闇

はおも
いと感じた一瞬。
典の学
)
こ受身であってはならない。

o

源氏物語の話。
先生の話(物語の背景など) 0
先生の体験談。
銀河i¥m 999のjr.
「ことば」の話。

i
‑
*
#
v
‑
i
・
*
)
・

自主的に発表しなかった。
手をあげないと沈黙がくる。
自分からすすんで手をあげた。
指名されて,答があっていた,はめられたO
〝
答えることができなかった。
予習で訳したのがほとんどまちがっていた。
1学期の中間考査がもどってきた時。
テストが悪かった。
説教されたこと。
先生が途中で教室を出ていかれたこと。
予習していないのがイヤ。
文法を理解していない自分のみじめさ。
文法の説明.
「ず」の活用の暗記。
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表IV. 3.古典の授業に望むこと

・IBJ2祖国4租"計
授業に対して
今まで通りでいい。
グループ学習
(今まで通り)いろいろな試みをしてほしい.
活発な授業。 I
ハートのこもった授業。
待ちどおしい授業。
わかりやすい授業.
おもしろく教えてほしい。
ゆっくりした授業。
教科書外の豊富な話。
2

3

昔の人の生活,時代辞訳を詳しく話してほしいo
ノートする時間をとってほしい.
写真などはゆっくり見せてほしい。
意味(釈)をもっと詳しく言ってもらいたい。
ことばをゆっくり言ってほしい。
‑、iii't一詳しくe

強要事項はくり近し言ってほしい。.
どんどん指名して(文法を覚えさせる) 0
時間どおり終ってほしい。
板去年の字を大きく。
課題を出してほしい。
10分間文法テスト.
試験前のまとめのプリント。
1

3

2

自分たちについて
CO

t >

‑f

H

CO

C O
W

C*J

N
H
H
H

文法を徹底して覚える。
歌の深い意味まで知りたいO
予乱 復習を十分にやるo
一生懸命.まじめに授業にとりくむ。
自主性を持つ。
漢文をがんばる。
訳を完全にできるようにする。
誰もが楽しく発表できるムこドにしたい。
昔の文を多く読みたい。

H

‑20L ‑

(古今集まで)に生徒がどういう反応を示しているかを知ることで

1月に行ったアンケ1‑の目的の一つは︑これらのグループ学習

はこの渦に呑み込まれてたまるかという思いにある︒だからこそ︑

あった︒そして'そろそろ1年が終わろうとしている時︑残りの時

共において︑そんな学習はまっぴらである︒私の焦立ちの1番の根
動‑ことで'精1杯自分なりの試みをやることで血を流そうとす

間をどう使うかを考え直そうと思ったのだった︒.

L古典入門
1‑4組

2‑4対

もしろ‑なった﹂ ﹁口語訳が糞し‑なった﹂ ﹁古典を理解できるよ

いが'衷Ⅱに﹁古典の楽しさ'おもしろさ﹂ ﹁辞書をひくことがお

ったOアンケートの回答の中で'直接グループ学習に関してではな

きた︒それは'私自身の古典を楽しむ方法のさまざまな模索で・Gあ

かつ‑る〟作文を通して古典の楽しさを知るという方向に変わって

る ‑ それがグループ研究・発表の目的だった︒やがて'何かを

よう琴言の材料を持たせる︒材料を持つための'調べ方を身につけ

初めは'自主性・積極性をつけるためOその前に積極的になれる

(結果はおそまつだったが 蝣) O組 女子)

ったこと︒まるで伊勢物語の作者になったような気がした︒

・古今和歌集をそれぞれのグループ別に勉強して歌物語をつ‑

完成した時の喜びは忘れられない︒(4組 女子)

︒グループ学習は'けっして楽しいものではなかったけれど'

てことを学んだと思います︒(2約 女子)

先生の説明を閃くだけでなく'自分たちでヶ調べてい‑″ っ

柴LVJというものがあっ だと思います︒そのことで︑授業は

︒古典の授業の中で'研究発表したことで'他の授業にはない

と答えた︒

去Ⅲによると︑かなりの生徒がグループ学習が印象に残っている

る.血を流さなければ'渦の中で自分の仕隈を保つ日伝は私にもな
いのだ︒
試みは'薄気味悪いほど消極的な生徒をいかに動かすかというこ
とであった︒すべてが受身で'鍛えられれば黙って従う︒彼らに一
やること︒そこで'生徒を動かす試みとして'一作間に次のような

番必要なのは'自分で考え'‑工夫し'・研究し'創造する力をつけて

歌物語

ヒ〜八月

単元 2.人間探究

絵本製作

五月

単元

グループ研究・発表

グループ学習を行った︒
百人7首

徒然草

古今和歌集

3・4組

単元 TJ自然と人間
十月

古典人形劇(伊勢物語・古事記)
単元 5̀変の世界
1‑4組

6̀神話の世界
二〜三月
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切に育てていきたい︒教師の目からは見過しかちな些細なことに彼

うになった﹂というのがあるO少数だが'こうした小さな喜びを大

クカケテ︒(3組 女子)

どうにかしてもらいたいと思います︒ゴメンナサイ'メイワ

う︒(私がなれればいいんだけど‑!︒)こうなったら先生に

させられるもの︑考えさせられるものがいくつもあった︒

男

・C各クラス間の学力差は'テス‑の平均点で10点ぐらいひら‑.

のあるT組に対して'私は何の方法も講じてやれなかった <・CQ

立秋が低いために実際には1番心を砕いて授裟方法を工夫する必蛍

まで迫りの授業でいい﹂が多いと気づいた時'ドキンとしたo学SS

さて'残りの時間の計画をどうしようO去Ⅳを見て︑1組に﹁今

2,古典人形劇をやろう

柴の大切さ″かな?(4糾 女子)

すが・‑・・︒宵三だけ'今'ほっ‑言えるものは詛(蝣]

す︒だから卒業する頃には'もっといい答ができると思いま

然としたものであるから'つかまえることができないんで

何を学び得たかは)まだ'わからないんです︒それ自身が洪

︒今はt Sで述べた郡を(たぶん)学んでいる途中だから'(

(3組 女子)

のかと思うようなものがたくさんあって︑とてもうれしい︒

だ時はこう思ったのに'今読んでみると'ああ'こうだった

れによって'文の意味もわかるようになってきた︒前に8sん

︒古文を読んでわかるようになったことがやっぱりT芥だDそ

子)

と人から離されているようでせつない気がする︒(3組

︒何かずるずると来たようでパッとしたものかない︒だんだん

らがどれほど喜び'悲しむか'回答7枚々々をめくりながらハッと

︒伊勢物語の富士山の歌のところですばらしい発表をし'先生
に95点と言われたこと︒あれを言われたときは︑あまりの感
動で体はうちふるえ'鉛筆をとる手は上下左右に揺れ動い
た︒あの感激をもう一度︒(4租 男子)
︒先生が'﹁これは大事な語句ですよ﹂と言われて'次の時に
﹁この語句の意味は﹂と問われて'自分がそれがわかってい
た時のうれしさ︒また'わからなくて︑人がそれを言った
時↓ ﹁なるほど﹂と思いも それが自分のものになっていくた
のもしさ︒(4組 男子)
.・前は古典というだけでタあちゃ‑/〟という感じだったが'
だんだん好きになってきて'近ごろは﹁今昔物語﹂ (物語ふ
うに訳してある)を読んだりするようになった.で'結局'
古典の楽しさと文法の大事さ'覚えなければ'ということを
学びました︒(2組 女子)
︒′3組は自主性が欠けていると思う︒(私もはいるけど)発表
しょうと思っても'なんとなくしにくい雰脚気なのです︒こ
れはB組の全員が悪いのだと思う︒自分たちで授業をイヤな
ものにしているのだと思う︒このままだったら'だれか荊気
のある者が出てこないかぎり'ずっと今の状態が続くと思
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方がまじめである︒ただ'クラス全体にまるで活気がない︒1組は

平均点ではあまりかわらない1組と2組だが︑雰囲気として2組の

本文通読・役割決定...‑t時間

いだったが'今回はその上にグループ間の連絡をとり合ってクラス

これまでのグループ学習は'グループ毎に何かつくりあげておしま

脚本・人形・背拭爪づくり・蝣・N時間

会体でまとめあげなければならない0

総合練習...pH時間

頼極性を持つ者(少‑とも筋極的になろうと努力する者)とそうで
できた?説教の印象が2組で特に多いのはそのためであろう︒根競

ない者の差が大きい02組にはクラス全体に対して手を打つことが
べの末'二学期の終わり頃には︑十人ほどが挙手の常連になった︒

上演・反省・まとめ‑1時間

ないO生徒には'今までのグループ学習とは逮うんだ'心してかか

不安だった︒しかし︑1且やり始めたら'やりあげなければ意味が

時間配分をこう決めたが'本当に上演までこぎつけるだろうかと

引 5時間

けれども1組に対しては'(本当に梯な言葉だが)私はお客さん扱
いにしてしまったのではないか︒ すまなかったo難しい授業もして
やれなかった1 0やりた‑ても'進度の遅れる1組では︑グループ学
習の時間がとれなかった︒
既に4組では'少々の余裕を持って年間計画を終えようとしてい

れと枚を飛ばしてとりかかる︒

その頃'校内の新任研修会で'・十月に次いで二肢めの研究授業を

た︒もう1回はグループ学習の時間をとれるO最後の古雑記﹁八俣
の大蛇﹂で人形劇をやってみようか'そう思っていた︒他のクラス

することになつた︒教科主任に﹁今︑古典で人形劇をやってるんで

ヽ

すO﹂と亭っと︑﹁はあ'そうですねえO今度は何かふつうの授業

ヽ

はそれどころではなかった︒が︑この時私心決心した︒教科詩を終

ヽ

えることができな‑てもいい.一年のまとめとして'全クラスで人

でも‑︒﹂と言われたo十月は古今柴歌物語をやったのだったoそ
ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

うかな︒今皮はふつうの授業へ漢文か家政科の硯田をやった方がい

ヽ

形劇をやろう︒

いかなoけれども'研究授業は自分の最大のテーマを持ってやるべ

の自分が賭けているのはやはりこの人形劇なのだ︒・研究授業もこれ

きではないかO淡文でも現凹でも自分のテーマは変わらないが'今

進度はもう'各クラスまちまちだったo 教材は次のようになっ
た︒
1組 伊勢物語﹁筒井筒﹂

co 明 暗

みようとしているものを一つ'はっきりと打ち山していこう︒

でいこう︒あれこれやってみるよりも'研究授業を通して'私が試

2組 伊勢物語﹁筒井筒﹂
3粗 伊勢物語﹁都鳥﹂
・4組 古事記﹁八代の大蛇﹂
人形劇をやろう︒威勢よ‑決心はしたものの'どうなるのか見当
もつかなかった︒ただわかることは'こりゃあ大変だということ︒
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なかったのに'実に意欲的に放り組んでいた︒それはとてもうれし

かもこの二人'普段はクラス内でリーダー役についている生徒では

蛸に人形つ‑り'22㍍つ‑りでは'デザインを決める前に登場者の

り用と下招きやデザイン考案のための作業用プ‑ン‑を用意する︒

その後'グループ活動に入る︒脚本用・人形つ‑り用・滞㍍つ‑

大志・登場人物・場面を読みとる.

役割はすべて希望で決定した.役割決定の時に'本文通読して'

いことだった︒

あの古典の教師がまた妙なことを言い出した ー ﹁今度はね'人
ったワァ/︒騒ぐ生徒たちには'もちろん'どんなものができあが

形劇にしてみようと思ってるんだけどね︒﹂と言ったとたん湧き起
るのか想像もついていない︒言い出した私も'頚の中に完成図がで
きあがっているわけではないo現実に物をつくらねばならぬとなれ
い込んでおいて'後は彼らの未知の力に多分に期待しているo でき

性格・役割・廿㍍のlit脚気などをよ‑読みとり'話し合って記入す

ば'この生徒たちへ何とかするだろう︒動かざるを得ない状況に追
あがっていく過程で'作品のイメージからはずれぬよう'内容理解

今度の作業で穀も厄介な点は'グループによって作業の段階が異

るよう指示する︒

なることであるo脚本ができなければ'語り部は仕部がない︒人形

研究授業は日程の都合で3組に決めた︒上淡は3・4組が二月

が深まるよう指導する︒青写表はその程度のものであった︒
末︑1・2組が学年末考充をはさんで三月下旬︑と分かれた︒結果

ができなければ'人形操りは仕部がないoだから自分で仕封を見つ

けて動‑ようにさせねばならないo脚本や人形ができていな‑ても

から先に言ってしまおう.早く終わった3粗と4組で'私は見串に

自分たちのイメージを話し令っことはでき︑それを脚本部や人形つ

明暗を経験した︒3組においては︑い‑つかの失敗にもかかわら
ず'生徒にも私にもある満足感があったという志味での明︒4組で

くり部と立見交換することはできる︒語り部や人形操り部は実際に

グループ作業の段階は図讃巾:tl 総合練習からは教室で行った︒

々工夫する︒人形の手足も動くように︒

人形は醇紙で作るo狩‑‑¥は根造紙に譜き'その他必柴な材料は各

るo暇な時は進んで他班を手伝う︒

横じる側だから'脚本や人形に対する要望を伝えてお‑必要があ

は'指導の手抜きから作芙全体が遊びに堕し'知的活動の尖りがな
これから3紐を中心に作業過程をたどり'生徒がF=いたグループ

かったという暗︒
ノートによって結果のt端をまとめてみたいo
グループは'脚本部・語り部・人形つくり部・人形操り部・曹放
つ‑り部の五斑に分けた.一学期からの五班を基本に分けたのだ
ループをつくった︒また'他のクラスでは演出を語り部の中に含め

が'3組だけは毎回理を琴えたので'今度も登場人物数に応じてグ

︹活動状況︺図譜宅の資料を使いへ良港分け︑原文の口語訳及

2月9日

脚本狂

たが'3組では独立させて二人を当てた︒結果的にはこの二人が進

3組のグループノートから

行・まとめ役をつとめ'他のクラスより道営がスムーズだった︒し
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び語り部の要望によるセリフの付け加えO

トにすまないと思います︒でも'色ぬりはまかしといてほし

絵がべたな私たち(女子)としては'男子にたよ るだけ‑ホン
いOがんばります0

段落分け‑完成
原文の口語訳はば完成

2月16日(第2時限)人形操り班
格などを研究︒(男子の活動)

︹活動状況︺他の班に行って打ち合わせをした0号場人物の性

セリフの付け加え‑未完成
ったO結局'歌のところを古語に︑他は現代語にし︑又語り部

人形づくりの斑に行っての手伝い︒妻と鳥の下訂き'色ぬりな

︹反省︺古語・現代語をどのように使い分けるかに時間がかか
が古語で歌を読んだあと'ロ上役が現代語でおおまかな訳を読

ど︒(女子の活動)‑

ないで'またすこし感覚がちがってきますo今の私達の生活や

lつの場面にしても'今日やった'瑞に乗っている'乗ってい

釈していると︑ついこまかいところを見過ごしがちです︒その

むずかしいと恩いました︒その時の状況を自分なりに考えて解

︹反省︺伊勢物語は歌物語なので'内容を深‑読みとることが

むことになった︒
準備が不十分で大変とまどった︒脚本を早く配付しないとい
けないので︑今後は準揃も十分に'能率良くやっていこう︒
※傍綬部‑教師より
<歌物語>の味わいが生かせるかな

感じ方は昔のものとはくいちがったりするときがあるので'古

2月16日(第1時限)人形つくり妊
︹活動状況︺人形の下書きをした︒どういう風な絵にするか'

その上で1つ1つ葦いてあることをていねいに解釈してい‑こ

文を読むときはその時代の生活様式・慣習などに気をつけて'

まった︒

数々のまちがいにはおどろかされた︒やっぱりあせって書いた

できた脚本を見たときはさすがにうれしかったが'中にあった

こうにかやっとつくりあげた︒

︹反省︺休み時間を利用して'必死で脚本をつくり︑どうにか

脚本づくりがおわったので'演出をいろいろ考えた︒

︹活動状況︺教室で脚本を見て'‑,スかないかを調べた︒

2月21日 脚本斑

とが大切だと思います︒

資料をあつめた︒厚紙・えのぐ・クレヨン・色えんぴつ・はさ
︹反省︺人形をどういう形にするか'男女の意見が合わず'こ

みなどを用意した︒
まってしまったo厚紙など材料不足だったO
本文の中に人物の姿や特徴が書き表してないので︑そこのとこ
ろを自分たちで考えるのに苦労した︒

わりと男女'協力して'よく意見もかわしあい'仕郡も分担し

本文をよく読んで解釈をあまりしていなかったのでこまってし

てやったと思う︒
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りたい︒

これからは杭出家の人たちといっしょに'拭出をがんばってや

のがよくなかったのだろう︒

︹活動状況︺・本番の打ち合せ・本番

2月25日‑*‑^山

てもらえなかったことにはがっかりした︒

ps 本番の時'一番おもしろかったところでも先生方に笑っ

︹反省︺みんなまじめによく練習していたO感情をこめたり'

時に比べるととてもよかった︒

‑ともっとよかったと思った︒しかし'おもしろ‑'初めての

締閏をやるべきだった.昼休みにもう1度打ち合せをやってお

︹反省︺もっと補習の時てきぱきとやって'少くとももう1回

2月21日語り部

どんなふうないい方をすればいいかなどよく考えてやってい

︹活動状況︺台本の読み合わせと練習︒

た︒みんな協力してやっていてよかったと思う︒

こうして︑生徒にとっては上坊本番︑私にとっては研究授業本番

の日が来た.いつもギ‑ギ‑にしか仕郭をしない私だが'この時も

2月25日(補習・第6時限)背
も凧
つj
‑I
り斑
︹活動状況︺補習時‑給の順番・ならべ方〇二回全部通して練

だが'これをどう一斉授業に結びつけてまとめればいいか︒本番25

習︒

日は月曜だった︒前日の日曜日︑胡十時から夕方五時まで学校に出

七時まで残って悩んでいたのだった︒人形劇は何とかできそうだO

の切りかえがスムーズにできなかった︒場面の切りかえのと

て︑誰もいない職員室で教科讃・指導案用紙とにらめっこO警備係

指導案を刷ったのは当日の朝だった︒けれどもその数日前から夕方

き'1枚だけ早めに切り放しすぎたものがあった︒絵がちょっ

6校時‑本番・発表︒

と雑だった︒しかしみんな一生けん命がんばって本番に間に合

ったか'あまり眠らなかったことだけは覚えている︒

の人に五時に追い出されて家に帰り'できあがったのは夜の何時だ

︹反省︺発表の時'絵を二人でうしろから持ってしたが'場面

ったLtI応成功だったのでよかったと思う︒

入する欄になっているoその押紙弘にびっしり書いて‑ることが条

想を提出させる︒個人用は西洋紙九が担当した仕事'%が感想を記

グループ学習の後は︑いつもグループノート班記録用と個人の感

2月2
5日人形つ‑り班
6時間日‑本番

︹活動状況︺輸習時‑‑バーサル
︹反省︺リハーサルはなにもすることがなかった︒

件である︒

ている︒どうしても挙げておきたいものだけでもかなiある︒長‑

語いてきた四十七名の感想oその全部を紹介したいほどよく省い

人形作り部が先生にはめられてうれしかった︒
主人公の男は'顔の向きなぜをもっとよ‑考えて作った方がよ
かったと思う︒他の人形もなんか動かしに‑そう(?)だった︒
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ったと思うし'本番にはあがってしまって'自分でききながら

分の仕郡である語りは'きたない声で感情をこめるのがまずか

芦を出すことができなかった︒こんな時はいつも早‑なるので

なるが'これらの生徒の文苛が'彼らの設気込み'授業の雰閉気'
グループノー‑・個人の感想

私の気持ちまでも語ってくれると思うからO

劇は練習が少なかったにしてはうま‑いったと思う︒1の3

といきたかったけれども‑0

全員で今までに行ったことの中で'今日のことがいちばん協力

劇を不自然にしたかもしれない︒あと二・三回練習をして本番

に合わせて背景も二つに分けると謂J ‑︑別係は模造紙を続けて持っ

しあえて心が一つになったのではないだろうか︒これをきっか

Cまず第一に舞台の配置だが'できれば机(長机) 1つより机

ているきつさもなかったし'前もって次の準備もできたであろ

けとして'あとわずかしかないけれど'学級がもっとまとまれ

を二つおいて'場所を二つに分けた方がよかったと思う︒それ

たのではなかろうか︒

いらだちに対して'今︑みんなのおかげで内容が具体的につか

﹁都鳥﹂を日.E初によんだ時のあのなにがなんだかわからない

ばよいなあ︒

う︒また'人 形探りにとってもあれだけのスペースでは狭すぎ
次に'これは練習不足ではあるがどこの場面でもナレーター

めた前びがある︒ただ︑自分の力で訳を試みなかったことの邦

が先行し'それにあわせて人形が出るという状億が続いたO こ
れはおかしい︒本来ならば人形が出てナレーターがそれについ

の伊勢物語では'あの短い歌の中に'私の想橡のおよばれ深い

人間の感情をよみとることのむずかしrJを感じる︒と‑にこ

芯識が少しあるが‑0

て説明するという形でな‑てはならないと思う︒しかし'先程
も述べたよう'練習不足だからしょうがない︒
うだった︒もっと早‑いろいろ打ち合せをしていると'もっと

思いがこめられていたのには乾きさえ感じるO伊勢物語が愛の

いま思うと'僕は輯出として指埠力や決断力に欠けていたよ
よい結果が山たと思う︒

‑とこの劇を始めたころは思っていた︒そのころの私はどこに

物語と出初の時間学んでいたが'いったいどこに愛があるのか

も愛など感じとれなかったO その正味でこの﹁都鵜﹂は自分の

いまさらいろいろいってもしょうがないが'一年間の古典の
(男子・誠出)

力のなさを思い知らされた謡でもあった︒同じ人間であるけれ

うちで一番おもしろ‑'1番やりがいのあった仕部であったo
oまず全体的にまとまってどの枕もl生懸命やっていたことが

の知らない感情もさまざまな技巧やことばで表わしているのだ

ど'ホ典の中の人間がもっと感じやすくへ いろんなもちろん私

なあ︒それを'この﹁都鳥﹂でえたように鮮明に具体性をもっ

なによりもよかったと思う︒父は'朝の補習時間を使っての練
個人としては'あまりみんなの役に立てたとは思わない︒日

習の時には少し心配にもなっていたが'今はとてもうれしい︒
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て話の中にはいりこむのは︑自分一人ではまずむりだなあ︒い

のでした︒恥ずかしいほどに‑︒人形劇も良かったし∵先生の

まとめをして下さったのもほんとうにほんとうに良かったと思

思いました.ほんとうに私の丹解していた内解は稚っペらなも

説と全く別なものになるのだ︒それだけ自分の見解が狭いから

う.はっきり言ってやっと古典のすばらしさがわかり好きにな

っも自分が古典をよんでえがくイメージや想像は'授業での解
だろうO古典の学習を通して'この狭い私の見解が広‑大きく

ほんとうに好きになりましたo変な感想ですが今日の授業で私

りました︒荊までも古典きらいではなかったのだけど'今では

が一番思ったことです︒(女千・人形つくり部)

なっていけばいいなあ︒(女子・語り部)
まりされなかったのに人形をあやつる人も声の人も上手だった

o全体的にみて1応成功だったと思う︒でも'個人的に見てみ

︒人形が出来ていなかったりで実際の人形を使っての練習があ
と思う︒︑人形がもう少しどうにか工夫されればもっといろんな

ると反省点はたくさんある︒

巻物式に'スムーズに変わるようにしたかったのだが'時間が

まず'背m別の場面が変わるとき'初めは紙を竹の椿にまいて

感じが出せただろうにと思う︒
たけど︑やってみるとすごく楽しかった︒やってみて良かっ

なかったので竹を用意できなかったOだから発表時は二人で手

初め人形劇をやるようになったときどうなるのかと恩ってい
た/と思う0それで今日OVcQ)の授業は︑クラスの雰囲気

に持ってしたが'やはりかさばってうまくいかなかった︒

までなまけていたためか'絵がとても乱雑になってしまった︒

それからへしめ切りの前日にやっと‑r=きあげたのだが'それ

に対しても先生に対しても﹁わあっ﹂という心のうどきを椛仙じ
よくわかり'こんな1生懸命になる時があるっていいなあ‑と

だから見ている側にとっては思ぐるしい面が多かったと思うO

た︒人形劇をやるときのみんなT人1人の緊張感というものが
思ったLt最後のまとめを先生がして下さった時には︑ああそ

この山が伐個人としてはとても残念に思っている︒

た︒それと同時に自分の理解力のなさと考えの技はかさにも充

した人もた‑さんいたし'そういう軸で今回の人形劇を逃して

人t人何か得るものがあったと思う︒クラブを休んでまで地力

でもクラス会休みんなで力を合わせてやってきて︑やはり一

んな考え方をするんだなあとほんとうに驚いた︒それでこの都

分気がついた︒だから都鳥の内容の良さは今日はっきりとわか

SK

クラスの和というものがまた

鳥の内容も前より'私が思っていたよりもだいぶよくわかっ

ることができた︒あんないい内容だとは思っていなかった︒ま
から自分の考えをどんどん表現していろんな想像ができる先生

古典の味わい方'おもしろさがわかり︑とてもためになった

また'こういう違った去現で古典に接してみて︑あらためて

1つ大き‑なったような気がす

だまだ私の考えは小さすぎるし想像することすらできない︒だ
をとてもうらやまし‑.先生はやっぱり素晴らしかあ ー 〟と
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Ltなにより僕の古典に対する見方及び価値感がそうとう変っ

の長い髪をした︒そして'りりしく冠をかぶった人たちがO

しみ'風景'季節感'あのきれいな着物を身にまとい︑まっ黒

と'と'と'わたしは'なんともいえない只と紫の色彩を感じ

た︒今まで古典といえば文法事項を覚えて'ただ読んで訳すだ
け'それで終りというような感じだったけれど'作者の意図に

るのです︒

私は'以前よく'過去に行けるタイムマシンがあればなあ︑

しても'登場人物の言葉一つにしても'・その中にさまざまな怨

えば'ガスコンロや電子レンジ'冷暖房岩やテレビなどの頚宝

とおもっていました︒というのは'近代化した現代の文明'例

がこめられ'感倍が入り'まじっているということがわかった︒
とにか‑'今回の人形劇は僕に色々なものをあたえてくれた

部)

なります︒先生'ありがとうございました︒(女十・人形操り

は'﹁都鳥﹂といっしょに'ずっと忘れませんO̲よい思い出に

な't人1人へよ‑協力してやったとおもいます︒この人形劇

私が考えていたより'ずっとりっぱな人形劇でしたo みん

ていません.もっと古蛸を勉強しなければ︒

はれを感じて︒とうてい私には'そのような感受性はそなわっ

Lt歌の中の気持ちや情景を読みとったのですねOをかしやあ

の人たちは'1首の歌をよんで'自分の感じるままの解釈を

思います︒こんないい方は少しおかしいかもしれませんが︒昔

ど'私の場合'考え方'感じ方までもが合理化しているように

生活が合理化されてい‑今の時代︒便利なことは便利だけ

もし過去に行けたら'古典の世界にどっぷりつかりたいです︒

し'計画をテープにとって次々と恋人どもをやっつけたら'す
ど‑気持ちがいいだろうなあと思ったのです︒でも'いまは'

やりたかったのです︒そして'慈人たちの密会をカメラに写

品を﹁どうだい'すごいだろオー﹂白促して'びっ‑りさせて

と思うLtまたこんな菅の人々の考えが'かえってこれからの
僕の人生にどんな彩管をあたえるのだろうかと考えると楽しみ
なぐらいであるO (男子・背景つくり部)
︒人形劇をやって'古典というものは︑ただ本文を読むだけじ
ゃ理解できないなあtと強くおもいました︒五・七・五・七・
七のたった三十7文字の中に'自分のあらゆる気持ちを折り込
んでいるのだから'ちょっと歌に日を通しただけじゃ'とうて
い歌の味なんて味わえませんよね︒
私はあやつりで'妾の役をしたのですが'私がもし妾だった
ら'愛する夫が自分をのこして旅にでるのはどんなにつらいこ
とかo夫のほうも'ずいぶん妻への気持ちがつのっているのだ
し'いっそのこと旅など出な‑てもいいのにtとさえおもえて
きます︒
私はこの﹁都鳥﹂で'別れの悲しみというものを考えるので
す︒人間t l生のうち'別れというのは一度はあるものです︒
やっぱり︑変があるものとの別れはとてもつらいのでしょうね︒
古典の再表現をして'古典ってすごいなあ'とおもいまし
たOむかしの人は︑自分の感じるままを歌にしていたo変や悲
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劇をつ‑ろうと必死に取り組んできた過相があったからであるo下

ハッとする心の動きで受けとめて‑れたのは︑それまでにいい人形

クラス会上iと,...̲つていいほど'彼らが私のまとめの授業を驚きや

に入れて'まるで予理会の出し物になっている︒生徒の芸漣者に笑

抜きのせいであった︒肝心の劇は'先生たちのものまねをふんだん

入れていないoこの生徒たちの手際のまずさは'仝‑私の指呼の手

ないo舞台の作り方も'劇の後まとめの授業に入ることを十分対に

人形劇が始まるOと詰っても'幣燐に手間どってなかなか始まら

いころげながらも'こりゃあ'だめだtと思う︒これは古典の学習

校時間延長腰を出してまでの放課後の活動︒土曜日の総合蹄習から

じゃない︒これをどうまとめに結びつければいいか︒彼らの劇が古

当日朝の英語の補習をもらっての‑バーサルそして本番'と1気に
盛り上げていった緊張感︒朝の捕習の時までは︑やれやれ'どうな

典の世界を求めようとして作ったものでないかぎり︑それをより深

てあらわれた︒

た.このプ‑ントに対し'軍りの感想には'反省と反発が入り況っ

で'次のようなプ‑ントを担任に託し'午後のHRで配ってもらっ

はきちがえたことを'どうしても根底的に追求しておきたかった.

劇の後'1応のまとめはしたものの'彼らが学田としての作文を

かけらもない遊び郡に即してしまった︒

作りに懸命になったOが'4組は︑古郵記のイメージなどほとんど

ジをこわさない程度の遊びは十分解諾していた)'作品のイメージ

え'遊びを軽‑おさえて(遊ぶなとロで厳しく言いながら'イメー

うとした.7度作った人形の滅(クラスメイトの似顔)を作りか

の仕小をやるんだ ‑ と何度も言い'3雛はそれに忠尖に取り組も

るのかなと思っていたのに︑本番では見導hJTQような動きになって

・蝣‑・﹂i‑:.ド

いた︒私は‑バーサルの初めだけ見て'隅のクラスの補習に行った

'*ut

い読み取りへと結んでい‑評は失われているのである︒作品のイメ

'.

ため∵仕上げは生徒だけでやったのだ︒その朝から昼までの時間

へ・;∴⁚.・‑..サー*.

ージを‑ずすな︒遊びでやってるんじゃない.どこまで古典を読み

二

に'四十七人の心が1つになっていくどんな縦神の祐去りがあった

一.I.ハ

lkり'イメージ化できるようになったか'1年間の然大成としてこ

∴

だろう︒かつて'無気力な生徒へと私を‑さらせ'アンケートに﹁

予想外の可能性を揺り起こす︒
3粗の研究授業から三日後'4組の上坊の日が来たO 彼らもま
た︑放課後退‑まで残ってやっていたO授業の前'生徒が来て'﹁
ほかの先生も呼んできていいですか﹂と言う︒せいぜい担任や自分
たちがa=っている先生たちを呼ぶのだろうと許可した︒人形劇をや
るといった斑初から暇な先生に見てもらおうと提案しているo た
だ︑それを自分たちから呼んでまわるのが4粗の生徒らしいのだ
が〇

国語科の先生や1年の先生たちがずらりOこれでは研究授紫と同じ

二階の教室に上がってみると'教室の後ろには校長'教誠はじめ
だ︒冷汗がスッと流れていく︒3組ほど放密な授業計画を立ててい
なかったからだ︒
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4租のみんなへ (人形劇を終えて)

今'教室から帰ってきて'ついさっきの一時間をふり追って

ヽ

ヽ

ヽ

君たちの場合'余裕の遊びではなく'作品をなめてかかった

のだ‑と私は思う︒それは無知と倣僧の産物だ︒その証拠に'

という凹ができたことについて'現代まで解決されずに尾をひ

できた太古の人々のことをどれだけ考えただろうか︒﹁日本﹂

君たちは'このような神話がつくられた理由'神話を語りつい

の姿は確かに生き生きしていた︒しかし・・・tと私はふと思った

自分たちで先生たちを招待して'楽しんで拭じていた君たち

いる︒

のだO宕たちは'あの劇の1体何を見せようとしていたのだろ

しにするはどの根本的な学習姿勢の誤り'それを指導で きなか

封たちの淡技力'創出力'行動力のすばらしさをすべて帳消

く深い問題をはらんでいるというのに︒

わかるo LかLt小学生の学芸会ではない︒まして予頗会でも

ったのは私の力不足のせいだ︒このつらさば一生︑心に刻んで

うか︒自分たちが精1杯作ったものを見てはしかった'それは
ない︒高校1年の最終段階'一年間の総決算として'見てもら

君たちが二皮と同じ過ちを‑り近さめよう'出に自己の知的

稚底した失敗もまた︑次への踏みム日だ︒

忘れまい︒

は必要だ︒文章を楽しむことはとても大部だ︒だが'楽しみ方

レベルアップを期するよう'私自身の失敗の深さをかみしめ

四時間資して'ただ遊んだだけではなかったか︒遊べる余裕

うべきものがあの劇に本当にあっただろうか︒

がまるで追っているo スラップスティック(ドタバク芝居)を

て︑この一文を射る

4組の感想の一枚一枚をめ‑りながら'泉はつらかった︒﹁知的

C/J.ig.N.g.水

みたいのなら高校の古典の時間にやる必要はないoここは学校
だ0日分を向上させるための場だo何かへ君たちは根本的な思
考の欠陥を持ってはいないか︒

いじゃないか﹂という生徒︒確かに'この一年'私は古典を楽しむ

余裕とは何のことか'わかりません﹂ ﹁楽し′︑やれたのだから︑い

ことを教えてきたo Lかしそれは'古典を自分たちの俗な駄酒蕗に

文学における遊びとは<知的余裕>のことだ︒感動さえも生

まで引き落として笑うことではなかったoおそら‑'同じように﹁

む遊びだってある︒それは'作る側'受け取る側に知性の基盤
があってはじめて成立する︒古典では'そうした遊びがふんだ

楽しかった﹂ ﹁全日協力して懸命にやった﹂と言った3組と4組で

諸刃の剣だ︒手を抜いた分だけの成果︒手をかけたらへ手をかけ

かな︒これが'手抜き指将の手痛いしっぺ近しであった︒

は'その質が大き‑追っていたことだろう0わかって・6らえないの

んに出て‑る︒読者の花々も'たちうちできるだけの知性が要
知性とは..もの知り〟のことではない︒社会の災相'人生の

求される︒

の知識だ︒

械微'人の心のひだを見抜き'感得する力のことだOそのため
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と言われる︒

らかに流れに逆らっている︒﹁川南むけの授業も考えてください﹂

3組の研究授業の前日'こんな夢を出た︒研究校濃大失敗の夢.

た分だけの成果︒アイデアだけでは結果につながらない︒全くわか
気な喜びとやりきれなさとを'ありのままに'ここに綴っておきた

教劣に入ると︑授業を見に‑るはずの先生たちが誰も来ていな

りきったことなのだが ‑︒二つのクラスの反応'新米教師の無邪
かった︒

程変更で'練円から本番まで短い間に菰なっていたからでもある.

その‑ズムをつかんで緊張感を生み山したのは'研究授業のため日

るには'時期の‑ズムという大切な問題があるのだ︒3机の生徒が

考えてみると'このような大仕事をクラス全体の力でまとめあげ

いと'次々に山てい‑生徒たちを見ている︒よ‑考えてみると'け

で'いいや'これはこれで'こういう紙栄になったのだから仕方な

方を横目でみながら'あIt生徒をとめな‑ちゃと思いつつ'一方

飛び山していった︒そのころには'先生たちがパラパラいた︒その

やわんや︒一人がやめた‑と飛び出し'続いて残りの生徒も教室を

に'生徒がけんかを始めたo原間はわからないDそれで教室はてん

っ授業を始めるoさて'人形劇を始めると'い‑らもたたないうち

い.アレ︑おかしいナ'先生たち教室まちがったのかナ‑と思いつ

(研究授業のことは'生徒には直前まで知らせなかった)逆に'1

んかを始めて投初に飛び出していったのは'おかしなことに隣の4

‑ 舞の向こう

・2組はそれぞれがんばったけれども'中に学年末考発をはさんだ

士 ^Jい 思り2aC‑‑Zな

心を満たすために'生徒たちが教室にもどってくる0日分たちの心

先生の言葉の終わりの部分が'以来私の政から離れなくなったO

いと知った時'教小fiiにもどって‑るだろう︒

も'そこには自分たちの心(知的欲求)を満たしてくれるものがな

また'教mを飛び出していった生徒たちは'野原に出て行って

い︒

るか*c': て‑r, 'sサ"vLて÷ ﹂'

そういう夢をみるというのは'ギ‑ギ‑のところで授業をしてい

だいて'御指導いただいた︒この夢の詔をした時の瀧生の謡︒

研究授業の前後'度々野地先生に電話し'不安な点を聞いていた

組の生徒だった0‑‑そこで'冷汗かいて口がさめた.

ため︑どうしても間のぴして緊張感を持続できなかった︒4組の感
想の中に'試験が近く'本当ならば試験勉強をしな‑てはならなか
ったのに'という部分があったO三学期の忙しい行事の合間をぬっ
ての仕事であるO授業の準備より試験勉強の方が大事という意識が
グループ学門は生徒に時間外のn担をかける︒学校というところ

心の底にある.それが何ともいじまし‑悲し‑思える︒
はt l作中忙しいo特に本校のように試験の回数が多ければ'生徒
に作業をやらせることにためらいがあるo LかLt本校の生徒の木
年間二十回近い試験をやり'その皮に席次蓑を刷って(下位二十

質の長大の問題点は'まさにここにあるのだと思う0

っぶり'何とかやってみて‑れとグループ学増をくり返す私は'明

衷程度だけ無記名)生徒に渡す'そんな学校で'生徒の負担に日を
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を満たしてくれるのは'あの先生の授業がある教室しかないと.本
水 V3享‑Vt 口の・:Sには%‑''蝣い環が汁 てい*ォ.*‑v㌫いい[=蝣いい崇).

当に'そんな授業をつくりたい︒
小さな木舟の舶先に立ち'私は何とか罪の向こうを見たいと日を細
現在'二年生の五月半ば'私も'そっくり持ち上がった生徒たち

めている︒試みは霧をかき分けるのに役立ったか.

‑また'1番滋初の'〝水を飲まない賎〟のところでつまずいてい

も︒

る︒やはり二一年になれば'試験の回数もふえることだし'受験の
だろうIと'私自身の中に迷いがあったOしかし'板苦をノート

準備をさせなければならないだろう︒去年のようなことはできない
に写して'それを箪凡て'試験でいい︒=iを取る勉強しかできない坐
徒︒何を考えるべきか'何をどう学ぶべきかを自分では考えようと
もしない生徒︒一番滋初のつまずきに気づ‑ほど'私は最初に霧の
向こうに見つけようとしていた自分の授業を見失うまいと思った︒
1斉授業の中で撃りの定説や意欲を引き出せればいいのだが'それ
だけの力がまだ私にないとしたら'たとえ奇襲策であっても︑私が
考え得るかぎりの方法で試みるしかない︒今年'二年め'少しは彼
(長崎E1立川抑高等学校教諭)

らの意識を揺り起こすことができるか'どうか︒

214

