じ

‑

め

に

表翼指導教材を中心

小学校綴方教授細目の考察

は

畔地光茄氏は'綴方教授細目案を次のように公にされた︒

に

① r最新小野綴方教授細目j (大正10年8月18日発行︑児童
研究社刊)
㊥ r小単線方教授細目﹄ (昭和4年12月28日発行へ文間祉刊'

前

田

真

6 推敵の仕方 (i﹂感と推蔽)﹂(㊥5︑6ペ)

as

証

表現指導教材を取り扱う機会として︑①昭和凹年の細目案では︑

ac

﹁イ'創作︹自由作︺'韓導撃習︹生活指導教材の学習︺の彪思

以下の3点を掲げている︒
Mi

段に於て

ハ'邸絹に文語として﹂ (㊥7ペ)

ロへ輔導的弊習指導段に於て

イの﹁虞班﹂段階においては'児丑の朔日いて‑る作品に即するた

ra‑)

これらの細目では'指導教材が生活指導教材(①では﹁益本的指

﹁指導﹂段階では︑総合的取扱が主となり︑表別指導教材各要素の

め'可変性に告んでおり'系統化しに‑い要素がみられる.ロの

物を観ること (直観精叙略叙一

この文題と前後して掲げられた項目を'広義の文語と呼ぶとすれば'

いる梯範文の着眼点などとともに'械然と分けずに担げられている︒

と前後して︑生活指導教材各領域における留意郡項・指導段階で用
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94ペ一

導教材﹂)と表現指導教材(①では﹁附群的指導教材﹂)とに分けら

指導には徹低を欠きやすい︒教師の意図する指導系統が児窮に浸透

れ'両系列によって指導内容の系統化がはかられている︒木棺では︑
後者'つまり7単元を構成しない表現指導教材において'どのよう

しがたいからである︒とすれば'表別指導教材の系統化は︑ハの

文の組立方(文の中心︑文の首尾︑文の結構)

﹁文語﹂を中心になされていると予想される︒
ところで'﹁文語﹂は'細目では'﹁参堵事項﹂の欄に'﹁文題﹂

C1

文の段落一腹案の仕方'段落の切り方)

広義の文語は'独立させても使用されるが︑イの処班段階において

3

も︑ロの指導段階においても適宜用いられるものと推測しうるC'そ

5

4

文の調子一句の切り方︑働け方'語彩︑句説鮎の打ち方)
比幌の仕方 (聯恋と比愉一

(注2)(注3)

な系統化がなされているのかを明らかにしていきたい.
畔地光重氏は'表現指導教材の内容を'次の六項目にわけて示さ
れた︒
﹁1

こで'この広義の文語を中心にして表別指導教材の系統化の問題を
と深くかかわっていく3

象への誠意を根本とする考えは'次の記憶を韮祝していくいきかた

ぬO﹂(㊥18ペ)

ii記憶と発表I﹁物印のあった様子をよ‑記憶してゐなければなら

考察していきたい︒
次に'①大j1〇年の編目案には'別に表現指導教材を各学年に
配当したものとして﹁耳栢標準'推蔽標準﹂が示されているので'
以後に'⑤昭和四年細目案では'﹁草稿概畔'推蔽研準﹂が除か

見たことを'時を闘てても見たこととして保持することが必要にな

ど間屈はないがへ過ぎ去るもの・再現不可能なものであるばあい︑

川のように対象が目の前にあって変化しないばあいには'それほ

れ︑﹁四季の行事と綴方生活﹂が新たに付け加えられたことをも考

る︒それは'次の﹁注志深さ﹂の土台となっていく0

そこに兄いだされる系統の問題をも考えたい︒

脱して'昭和四年細目案における表現指導教材の系統化の特質を探

∵'."*.‑.蝣!''.

∴. "蝣"(蝣‑'り.∴

'蝣‑・i

一

言‑‑. '‑;.‑/"

五官を働かせることによって生かされよう︒この写生の秘訣五別は'

矧の注意深さは'具体的には'視覚・聴覚・唄覚・味覚・触覚の

よい告をもて︒よい指をもて︒﹂(㊥25ペ)

㈲写生の秘訣五則I﹁よい眼をもて︒よい耳をもて︒よい界をもて︒

尋常科第二学年

て'﹁直観の指導﹂の段階とすることができよう︒

Eljづけをしているとみられる︒こうした一年生への指導を位思づけ

これは'矧と同じ教材において示される.凹〜矧をまとめて'位

方に於て特にふさはしい方法である︒﹂(㊥20ペ一

脚直観と表別‑﹁物を直税せしめつゝ表現の指導をなすは初期の綴

になる必要がある︒その主体的なあり方が注意深さをもたらす︒

に結びつ‑0)ためには︑見る川薫き手)Lが見ようとして主体的

見たことを見たこととして保持する (これが﹁書き︑残す﹂こと

の心をやしなふやうにせねばならない︒﹂(㊥20ペ一

畑注意探きことー﹁これが物を見る根本心性であるからへ第1にこ

.

ってい‑こととしたい︒
I 表現指導教材の系統化つ昭和四年細目案のばあいI
以下︑六項目のそれぞれについて'どのように系統化がはかられ
ているのかをみてい‑︒個々の文語の題目・文章は︑畔地光琉氏の

∴

ことにする︒(なお'日の通し番号は︑考察者が付したO)

'r'̲蝣'∴

1 物を観ること
'蝣'・'.

*・'蝣'l

i!‑*かれた通りに掲げ'そこから各項目の意味や位正を推定していく

一言

﹁

うこと(取材・選材).が核になるが'近接には表現に結びつかない
上目
まれることになろケ︒

尋常科第1学年

仙﹁物を正直に見﹂ることが綴方の根本である︒(㊥1 7ペ)
あるものをあるとし'ないものをないとする意味である︒この対
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矧の具体化の第1段階である︒ただ'矧と同じように態度論が主と

珍しいものが見出しに‑い日常の郡物(できごと) の中にも珍し

ありふれた1日丁目において'前日と逼った亭びを見出そうとする

﹁平日と異った所に︑その日の喜びがある︒﹂とあるのを見ると'

さを見出そうとさせること'それは﹁個性﹂を発見する契機となる︒

㈲汚らしいことをかけ‑﹁そのものでな‑てはもってゐない鮎が'

生活の姿勢が'そもそも﹁ありふれたものの中からr珍しいものし

ママ

なっている.
そのものの珍しいことなのである︒つまりそのものの個性をかくこ

なお二年には︑このほかに色と形・顔の表情や衣服への着目があ

的指導﹂の段階とみることができよう︒

以上︑㈲〜㈱を通じて'二年生の指導を位置づけて﹁直観の発展

材力を強める (㈱一という相乗性が認められる︒

ここに至ってへ取材は生活患欲を高め(山〜㈲一'生活意欲は取

を見つける﹂姿勢を生み出してい‑と考えられる︒

となのである︒﹂ (⑧25ペ)
班意深さはいよいよ郊物に向かう︒主体的能動的に五官を働かせ
て︑当画する対象の他と異なっている点を見出すようにする︒なおへ
この段階で﹁珍しいこと﹂を古‑ことが求められる時へ事物自身が
児武にとって見慣れぬものであって'その珍しさが日常接している
事物に比してきわだった違いを見せている方が取り組みやすいであ

げられる︒五官のなかでも中心となる視覚を対象のどこに働かせば

ろう︒単に珍奇な点を探し出すことから'徐々に対象の個性を兄い

よいか'事物に即して指摘したものである︒それらはこの﹁直観の

t't'

だすようにと方向づけられている︒

なりへ部分的個別的になっている点が注目される︒

発展的指導﹂の段階に含めてもさしつかえあるまいがt m〜㈲と異

m感じ=心持I﹁ものにまつはる心持が感じであるo感じをのべた
文には'この感じがへその文の全面にあらほれなければならないo﹂

この﹁感じ﹂には'事物(事件) とは比較的に独立して湧きあが

(蝣iiTiベ)

蝣

<

蝣

ここで初めて文題に関する文語が出されている︒課題作では'つ

<

㈲題のつけ方‑﹁先きに題をつけて器‑のと書いてしまってからつ

尋常科第三学年

では去れに‑いため'五官による知覚に比して'把鍵がより困難に

けるのと二通りある︒﹂(㊥40ペ一

る感情は含まれていない︒五官から導かれる感情‑はっきりした形
なる‑も付け加えて'事物(郡件) が浮き彫りになるようにする︒
感情を入れることで'事物(事件) の珍しさ・特色は'かなり鮮明

い'先に題をつけて記述する方式がとられると予想される︒それが

ねに教師から文題が与えられていた︒自由作においてもそれになら

なぜであろうか︒この問題を解く鍵になると思われるのが︑この項

三年に至って'書いた後に文題をつける方法を新たに指導するのは

になって‑る︒
ママ

㈲ありふれたものに気をつけよ‑﹁ありふれたものの中から'﹁珍
しいもの.lを見つける心が貴い'平日と興った所に'その日の喜び
がある︒﹂((ァ'&'訂ペ)
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の前後にある文語﹁会話﹂(㊥36ペ)﹁暖色寒色の使ひ方﹂(◎41ペ)
である︒﹁会話﹂は'二年で視覚を働かせる場を示したのに続いて'
(㊥45ペ一

F珍しいものしを見つける﹂こ

の上にあらはれた'生きた知識を見なければならないのである︒﹂

㈲の﹁ありふれたものの中からt

でいきとど‑時へ精叙の可能性が将来される.

との発展として出て‑る︒﹁細かな眼﹂が日常生活のすみずみにま

抵覚を働かせる場を示したもの︒会話は'音声の流動性(消えやす
いこと)もあって︑低学年では1つの事件としてとらえに‑い.そ

胸越と文の中味‑﹁題と文の中味とはしつ‑り合はなければなら

こで三年になってからの指導の対象としたわけであろう︒﹁暖色寒
色の使ひ方﹂は'二年の色と形・顔の表情や衣服に続いて︑視覚を

ぬO﹂(㊥48ペ)

ているものの'まだ明確にうちだすには至っていない︒ここで改め

㈱﹁道のつけ方﹂において﹁越と文の中味﹂との1致は予期され

働かせるもの︒色彩の中でも対比的な鐸暖をボす色に着目させる︒

て文題と内容とが呼応すべきことを要請したものと考えられる︒

いずれも部分的個別的な詳細な叙述に結実するものとみられる.こ
題の枠を越す可能性をもって‑る︒それは'内容(個別的観察をも

t

‑

弊害を制御しようとしたともみられる︒

﹁副討五学年!

㈹写生'スケッチー﹁文章も相を㌫‑ことと同じである︒その心持

ママ

幹とする所から導き出されている︒精叙の進展に伴って陥りやすい

どの開通項目があげられているかへ いずれも事物に即した写生を根

ペ)'﹁空想をか‑ことを避けるやうにせねばならぬ︒﹂(㊥51ペ)也

なおこのほかに'﹁感情を大けさに諮きたててほならぬO﹂(⑤5

=r‑‑)したいO

この四年生への指導を位置づけて﹁桁奴の発展的指導﹂の段階と

うした個別的な精細な観察による筆力ののびは'先に与えられた文
とにした) の充実を伴っているためへ文題を新たにつけ直す方がふ
さわしい.そこで︑従来のような1印な題のつけ方ではない方責を
示したと考えられるのである︒とすれば'㈱に着目して'三年生の
指導を位置づけて﹁精叙指導の開始﹂の段階と呼ぶこともできよう.
尋常科第四学年

㈹色の使い方‑﹁この文︹文例﹁火事﹂︺は可なりうま‑色を使ひ
蝣

こなしてゐる︒攻の火事︹火市の焼け跡︺の感じがよ‑あらほれて
三年の暖色得色のようにきわだった対比性を示さず︑同系統であ

ゐるのは色をそれとなくうまく使ってゐるからである﹂ (◎43ペ)
る一連の色を見わけて叙述することにより'焼け跡の様子は鮮明に

伯即純化とはー﹁即純化とは印物の個性を迎んで類性をすてること

1方へ同じ教材において'次の文語もなされている︒

この項目は'今まで練り返し表れた根本理念の確認とみられる︒

になって文を㌫‑のがよい︒﹂(㊥53ペ)

qu日常生活から来る経験‑﹁日常生活から来る経験は︑その人の木

なる︒
曽の知悪となるものである︒細かな眼を周囲のものに向けて'事物
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t蝣蝣蝣1﹁a‑,・.;蝣‑.二*'l

・/'

であるQそして事物の個性の中に主税をおり込んで'内容を授雑化
・

る
C
'

㈹崇拝信仰‑﹁蹄大なる人物を崇拝し信仰することは自己の魂を生

のためにかくのであってほしい︒無崇拝・無信仰はど恐ろしきはな

t出させる氏に大切なことで︑侍記はその自己の信仰を'自己の成長

蝣

﹁事物の個性を運んで類性をすてる﹂という時'個性の桁奴と須
い段階に入らせようとする意図がうかがわれる︒これ以後'個性的

佐の略毅とが必然なものとなろう︒前段階を引き継ぎながらも新し

m解しようと努めるが'㈹ではそれによって事実をふまえた敬仰の

胴と同じ教材に対する文話である︒脚においては人の事跡を探りt

いoL(㊥66ペ)

念を抱かせ'児童の魂を飛躍させようとする︒対象との関係が'児

尉純化と質的按排化が同時に求められてい‑ことになる︒
脚敏感性‑驚き‑﹁詩は敏感性の庶物である︒心の驚きである0だ

式にとって信念・生き方につながる切実なものとして自覚されるこ

からこの敏感性‑の驚きがなくては詩は成立しないのである︒
心を水晶の鏡のやうに磨いてこの敏感性を巷ふことが大切であ

この六年生への指導を位琵づけて﹁綴り方(作文) の自己形成機

とをめざしている︒

能の示唆﹂の段階と考えることができよう.五年の﹁相銀略叙の指

この文語は︑直接には生活指導教材である詩についてのものであ

る︒﹂(㊥63ペ)
・るが︑敏感性を主としてとらえると'精叡略教の運用の段階のもの

すゝめていつてゐるところがこの文︹﹁兵隊蟻について﹂︺のいいと

S研究の仕方‑﹁蟻を見て︑それを出顎鮎にしていろいろと研究を

なお'六年には︑次の項目もあげられている︒

導﹂を的確に進めるために'この段階を設定したとみられる.

いて斑点化する.詩も︑そうした選択的爪点化の搾物と言えよう︒

と認められる︒対象の個性を見抜き'ことばを選びへ他をすべて省
この五年生への指導を位置づけて﹁精叙略叙の指導﹂の段階と呼
ぶことにしたい︒

長い時間をかけて観察・実験を行ないへそれをもとにして'事物

ころである︒﹂一㊥71ペ)

に対して新たな関係づけを行なうことをめざしている︒咽の具体化

尋常科第六学年

胴伝記文について‑﹁侍記を苫‑場合にはその人の事柄をよ‑理解

とみられる︒

㈹豊かな心‑﹁豊かな心といふのは'物を見ることがふか‑正し‑'

高等科第一学年

し'それに対して洗い興味をもって諮‑ことが必要である︒﹂一㊨6
これも直接には生活指導教材たる﹁伝記文﹂に関する文語である

‑ 6 6 ペ )

が'対象に対する興味を初めて取り上げている点が注目される︒対

そして多‑のものに行きわたる心である︒

&G

象(朔日‑内容) と悪き手とのかかわり方が問われ始めているのであ

308

TT

この心が梓純な愛の基となり'流れては人を潤はLt人の魂を況

とする畔地光茄氏らしさがうかがえる︒

ば詩となってしまふ'呆然性‑それほど文にm山いものはなからう︒﹂

糾空想と作者の真実性との合致‑﹁空想も作者の展定性と合致すれ
mi

め かにする︒﹂(ョgペ)

事物が'単に個々の事物として見られるのでなくへ奥行きをもった

いう苑木方針は榊まで1質していた︒しかし'ここでは'直接には

の文語に典型的に示されていたように︑悪意を捨て事物に即すると

四年の﹁空想をか‑ことを避けるやうにせねばならぬO﹂(◎51ペ)

(㊥81ペ)

一〜二年において物を﹁iEL‑﹂見ることが強調され'三〜六年
において物を﹁深‑﹂見ることに菰点が置かれた︒ここでは新たに

全体を表すものとして見られるようにする︒それは︑対象のすみず

れる︒究極において表現すべき真実性によって︑対象への誠意も自

現実の事物に即さな‑ても'作者の真実が表現されるならよいとさ

﹁多‑のものに行きわたる﹂ような物の見方が求められる︒個々の

みに届くばかりか'自己(古き手) の内面や読み手の心配・感情に

gi心の愛は正し‑美しい‑﹁人の心の愛は'ある大きいもの'いつ

高等科第二学年

られるからである0

のようにまとめられよう︒㈹〜鮒は'それの観点ごとの代点化とみ

の人間形成機能の示唆﹂と呼ぶとすると'高等科7年の段階は︑こ

胴の﹁作文の自己形成機能︑および伝達的機能の示唆﹂を﹁作文

己表現もそれぞれの位置を与えられることになる︒

までいきわたり'人間別解を基底に準えた見方を可能にしよう︒六
坪の段階をふまえつつも新たな段階に入ったものと認められるO
的口然の生命‑﹁文の作薪は自然の核心に迄B入って' 自然の生命
を木 に知ることが大切である︒﹂(@?ペ)
胸と同じ‑'ここでも自然に対する裸眼的見方が求められる.覗
象を凝視して︑本質(﹁生命﹂の語で象致される一をつかみ出すよ
t^

うにする︒ただし'ここでは対象把捉に爪.点が泣かれる︒
生命を狩びて映る'だが人の心は悶々もすれば共新鮮・ruをうしなひ

at

捌第二原始の心‑﹁自分の心が新鮮であればすべての印事が新しい

も正し‑美し‑充ち癖いたものに封する讃喋であるO

る姿勢を再検討し︑あるべ軒関係を作りあげようとするO佃と比べ

れ'和瓦を結びつけ'高めあうという作文の意義に到達しているCL

して︑読み手から書き手へ'読み手から読み手へという方向が示さ

ここでは︑胸の書き手から読み手へという方向での作文の忠義に対

六作の胴崇拝信仰と高等科一年の㈹盟かな心からの発展であるo

文章はこの愛の言空である︒﹂(㊥87ペ)

その讃岐は人の心を純粋にLt謙舵にし心と心とを融合せしめる︒

麻抑したやうに事物に感じないやうになってしまふ.そこでもう7
ママ

度嬰火のやうな新鮮な泊刑とした心にたち因らなければならぬ︒つ

ペ)

ると'古き手の態度に力点が琵かれている︒

生命(本質) を放り出すために'今までの綴り方(生は) に対す

まり第二脱胎の心にたちかえるのである'﹂(@?

胸の対象把粒の方が先に示されるところに'対教への誠意を出発点
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この段階は﹁作文の助‖遍的機能の示唆﹂と呼んでしかるべきであ

ただし'六年以降の段階はなお観念的であり'おおむね態度論に

ろう3

とどまっている︒
2 文の組立方
この項目と3の﹁文の段落﹂とはわかちがたい面を持つが'文の
(総合的構想力)'文の段落は︑部分部分を位紅づけする能力(分析

組立方は︑中心・主題を明確化し'すじの流れを1貸させる能力
的構想力) と考えられる︒
文の組立方に関する項目としては'まず1年の見たままを話す(㊨
17ペ)'あったままを話す(◎18ペ)'恩いついたままを苫‑(⑧2

Ei日記の中心‑﹁何かその日の出来聖感じの主要なものをその中

三年では'中心とすべきものとしlLt日記において二つの基準が

心とすべきである︒﹂(◎別ペ一

示される︒出来事の主なもの'感じの主要なものがそれである.前

者を客観的中心'後者を主観的中心と呼ぶとすれば'両者を融合し

ママ

なおへ三年の﹁はがき文は簡坪にか‑ことが肝要である'﹂(㊥3

たところに主題が考えられることになろう︒

!

・

I

‑

この要点・中心が'文章の中にどのように展開してい‑のかが'

ペ) の文語も'要点・中心の意識化を促していると見られよう.
次の四年での課題となろう︒

i5首︑胴へ尾‑﹁文には大低首へ胴'尾の三つ揃ってゐるO﹂(⑧43

有機的に展開してい‑ことが教えられる︒

2'文の中心を題

中心・主題は'1般に'首・胴・尼という質的差異を持ちつつも︑

ペ)

あるため'榊文で済み︑脱序を要しない.﹁あったまま﹂も時間的

㈱題のつけ方四つ‑﹁1'中味を説明したもの

‑21ペ)があげられよう︒﹁見たまま﹂は事物との一対1の対応で
柑序化へのきざしが見られるが'はっきりした時間的対応までは求

4'文全体の感じを象徴化したもの

名とするもの

ペ)

㈲ぽっと出主義‑﹁人の常にせない所からぽっと書き出すのがrば

ママ

的に表れるのが'文題であるからであろう︒

っけようとするもの︒対象をどの段階まで意識化しているかが典型

たがってそれぞれ1要点︑2中心︑3主題へ4象徴によって文題を

五年のこの項目は'想定される文章内容を︑抽象化する度合にし

っけなければならぬ︒﹂(㊥

過のつけ方Tつで文が生きて来ることがある︒題はよく考へた上で

3'文の主旨に紙磁させたものを題名とするもの

められていない︒﹁思いついたまま﹂の連想的順序に至って'文の
い
C
'

組立の第7歩を踏み出す︒要点・中心に関しては'まだ言及されな
二畔の次の項目から'意識的臓序化が始まる︒
川説明はどこからしはじめるか‑﹁まず興味をひいた即から初める
が肝嬰である︒﹂(㊥31ペ)
関心の順序による配列がまず示される︒要点・中心が初めにとり
上げられ'尻すぼみになる可能性もな‑はないがへともかくここで
要点・中心の存在すべきことが暗示される︒
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at

つと山主義しぽっと出主義は趣味の文に使ふと有効である︒﹂(㊥6
ペ一

草原閑のすみずみにまで意識がいきわたっ・ていなければ'できない

拝に必ずしも拘束されないとすれば'文の組立はきわめて自在なも

えて書き出すようにする︒書き出すSiirが'時間的1‑損序や論理的順

iil題把軸の深化︑とそれから導かれるかき出しの明確化1練想の習

文題の指導1主題を導‑効果を考えた古き出しの指導1締想による

題の展開のさせ方への示唆1中心・主題意識の典型的表現としての

想的配列1関心の順序による配列1要点・中心の意識化1中心・主

以上へ文章の組立方の段階はt T年〜高等科二年にわたって'連

ことである︒

のになってくる︒しかし︑fI=き手の‑ふうと苦心とはより多‑必要

ここでは'紺の文題に続いて書き出しがとりあげられ'効果を考

となる︒

の意識化とすじの展開の明確化をはかっている点が特色である︒

記述の際のことを考慮に入れて︑書き出しに力点を置いて'主題

の上に立った文革展開の複雑化︑の順序で措定されている︒

慣化・生活化による主題把握のいっそうの探まり1碓かな主題把拝

! 蝣 I ‑

ac

書き出しの二三行はちゃんと頭の中にこしらへて

㈲朗で締ってか‑ことI﹁紙の上でねつてか‑よりも封の中でねつ

てかくのが大切

六年は'締想の段階となる0時間をかけて討‑内容・主題を見き

t‑=.‑やうであってほしい﹂ (㊥68ペ)
わめ︑全休のすじの流れを意識化しt f.=き出Lから展開に至る二三

文の段落に関する項目は'一年には見られない︒模範文において

3 文の段落

も三学期を除いては段落分けされておらず'三学期においても'意

行を念頭にのぼせる︒
間趣向は長‑頭にねかしたほどよし‑﹁両白き趣向を得たりとて直

である︒二年三学期において'はじめて次のような文語がなされる︒

識して分けた様子は見られない︒二年の一二一学期においても同様

山腹案とはI﹁腹案とは文をか‑道行きの予想である︒初はどう'

に邦をとってはならぬ︒永‑頚に寝かして後節をとるのがよい︒こ
i
l
x
ベ
)

中頃はどう'終りはどうといふやうに︑文を綴る道行きを考へてお

の文一﹁木の光物語﹂)などは充分頭の中にて慨即したものである︒L
市等科一年も六年㈲棟憩の延長線上にある︒主題の結晶度曇尚め

でつないで'﹁ありがたうといってわかれてかへりました︒﹂で終る

た︒﹂で始まり︑中間部を﹁しばら‑すると﹂﹁こんどは﹂﹁すると﹂

れていないが'﹁僕は遠山対とれいぜい君と1揃に遊びに行きまし

そこに付されている文例﹁代々木原﹂を見ると︑段落分けはなさ

マ
t
・

るために︑時間のかけ方をさらに長‑する︒すなわち︑﹁練想の習

くのである︒﹂ (㊥30ペ)

㈲伏線‑﹁それとな‑主題の内容をにははす叫それが文の伏線であ

ママ

慣化・生油化﹂の段階である.
る︒﹂(㊥85ペ)

高等科二年では︑主題を明確に意識した上で'後の思いがけない
Lq間のもとになるものを設妃するようにさせる︒伏線の用意は'文
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区切りのはっきりした文革になっている︒そこでは内容的に区切り

・u識の根本の自覚(あるいは段落の独立性と相互関連性の指導)I,

以上へ内容的区切りの意識化‑例文による段落意識の形成1段落

文章の構造化がいかに記述を支えていくかが語られている︒

段落意識の価値の自覚へと系統化がなされている︒段落・腹案の具

がつけられる箇所があることを別解させ'段落誼誠に導‑契機とし
たかと考えられる︒

表記に関する項目は'高等科1年に︑例文に即して﹁座と坐の字

の調子・記述態度などに分けることができよう︒

﹁文の調子﹂は︑表記・語彩・文体・句の切り方'続け方・文革

4 文の調子

設定になっている︒

体的たて方にはあまりふれられていないにしても'要を得た段階の

ci;j:;vの介抱とs&v‑﹁上G‑i‑'l﹁・叩のW.rJ)は・堕.fO小に‖ナる心

I‑I‑

からの介抱の様子をこまか‑書いたものである︒
Cfc1‑0

文の組立は
1'病気になった牛と
二︑介抱の様子
ママ

三︑なはつたこと
の三段になってゐる﹂ (◎co‑coペ)

:

・

∵

r

・

の使ひ別﹂ (類義の名詞と動詞) があるほかは'あげられていない︒

この三年で︑例文に即して段落を指導し'段落意識の基礎を形づ
・

くろうとしたのであろう.
!

矧葦の切りかたI二つの者をか‑ことがすんだら草をかえなけれ

られたものであろうか︒

衷記は実際に児我の書いた作文に応じて指導されるはかないと考え

ばならない︒﹂(⑤57ペ一

語彩(配語) では︑六年に二項目あがっている︒
t ‑ ! ・

川丁事三ロー﹁その場合にピッタリ合った言葉はlつしかない‑こ

五年のこの項目は'輩を段落と同じものととるか'段落がいくつ
か父まったTつのまとまりととるかで︑意味がかなり異なってくる︒

れはフロウベルの云つた有名な言葉だ︒﹂(㊥71ペ)

矧背ん坊と再試‑﹁(文例﹁司を剃る﹂では')r音ん坊﹄とr音頭3

では'

LEさ(﹁統計な文句﹂) の弊害を指摘している︒さらに'高等科1年

山で語選びの必要性を説きへiiで語句選択の不的碓さからくる冗

ると︒伐式の気分を択ふことが形しい︒﹂(㊥K‑ ペ)

ママ

前者とすれば'仏では塑ボされなかった段落を変える根拠が︑ここ

に は ' な .

ii余計な文句‑﹁文にいらないですむ文句があると︑よむのに心を
∵

で塑bかにされたことに意義が認められるし'後者とすれば'段落

・

‑さらしてしまふ︒殊に偵式などの折の文などには統計な文句があ

' : . ・ 蝣 ・ ' 1 ‑ ' "

の独立性と相互間逆性が指摘されたことになろう0ただ︑上記のよ
お不明瞭な点が残る︒
ママ

㈱腹案‑﹁腹案が充分たってゐないと文章は生まれてこない﹂ (㊥
65ペ)

六咋で︑股案の折壁性が教えられる︒段落の明確な志識化および

3V2

かしさを育頭と表現した文例から︑文脈に即して語選びの誼婁性を

と'自己の情けない気持ちを背ん坊にこめ'客観的な頭の状態のお

SB岩うま‑使ひわけてゐる︒どちらも感じがちがふ︒﹂(㊥77ペ)

体は並行するが'常体の方がやや多くなる︒注目すべきは︑力作

重が増している︒常体の中でも論述体が表れる︒五年でも敬体と常

とは違って過去形になっている︒)が使用される︒四年では常体の比

した会話の描写の中で'散文で初めて常体(時制においては︑訳

﹁臆病﹂(㊥a
i>
no
‑udペ)において'敬体・常体が併用されているこ

具体的に示している︒

﹁

ど意識させないで'省き手を対象に向かい合わせるからであろう︒)

(時制は過去形)になる︒(けだしへ常体は読み手の介在をそれほ

とである︒はじめ敬体(現在形・説明形から過去形へと移る︒)で出

ついで'高等科11年には'次の三つの文話がなされている︒

・

発するが︑内容が古き手にとって抜き差しならぬ所に来ると'i=I休

lォ

!

哩:tvを貯へる叫‑﹁ は企だーyj粒をv^‑,＼のはH杓をTOf¥,.'つ・

蝣

なものだ 言柴を多く貯へなければ立派な文章は只へない︒﹂(㊥8
‑ 8 9 ペ 一

・

これは文体の混用には遼いないが'文体の自在な使用の前段附とも

.

り.多くの言葉が貯へられる︒﹂一㊥89ペ)

㈲新しい文章を多‑よめ!‑﹁多‑よんでいる中に文の気分がわか
㈲富共を選び出すこと‑﹁多‑の言葉の中から鼓もいゝ言葉を退び
!

・

間﹁る﹂止め﹁た﹂止め‑﹁rるし止めは梗‑落付がな‑︑Fた﹄止

受け取れるのである︒
以上で想定される段階を経て'六年では'次の文語がなされる︒

蝣

紺㈲では'配語力の前提となる理解語柴充実への方途を示し'㈲

!

出せ﹂ (㊥89ペ)

めは重く落付きがある0﹂(㊥71ペ)
過去形表現と現在形説明形表現の追いを述べたものである︒文例

では︑習得した語免を表現可能語虫として念頭に据え'その選択範
囲の中から鼓通の語をとり出そうとするもの︒㈲〜㈲は'伽を拡大

に両方の形がある所から見ると'両者の特質を知って1文章に融合

体に関する文語がない所から判断すると︑これ以後︑右に準じて'

できるようにすることがめざされているようである︒これ以外に文

して具体的展開を示唆したものと言えよう︒
語彩に関する文語が高学年になって課せられるのは︑その困難さ
を自覚されるゆえであろう︒

形表別がふえて‑るが'現在形がなお主になるO)が続‑が'式語に

るはかは︑敬体(時制は'現在形中心) である︒二年も敬体(過去

ると'7年では'﹁ね﹂﹁よ﹂という呼びかけ文体(話体)が1例あ

ころは旬をtiEくつづけて行けば'文がなだらになって淵んでいても

短く切って'急にたたみかけて行‑手法をとるがよい︒その他のと

㈱句を急にたたみかけるところI﹁急な場合を描只するときは句を

に関連させて'次の三つの文語が設定されている︒

句の切り方・続け方(文勢)に関しては'五年の文例﹁川中島﹂

敬体・常体の自在な使用をも指導されることになろう︒

至って常体(ここでは現在形)が表れる〇三年も引き続き敬体(現

文体に関しては'五年生までふれられていない︒実例・文例を見

在形より過去形表現の方が多‑なる︒一が大部分を占めるが'緊迫

313

r ‑ ! ・

仙感じと文の調子‑﹁感情の調子と文の調子がしっ‑り合はなけれ

文の調子では︑次の文語が出発点となる︒
ばならない︒﹂ (㊥29ペ)

気持がいい︒﹂ (⑧55ペ)
又あまり長くしてもいけない︒

㈲句読点の打ち方‑﹁旬説鮎は触り小刻みに打ってもいけないが'

伯情調と色調との契合‑﹁事物のもった雰固気‑色調と人間のも

二年でまず主体と文章が7致すべきことが説かれる︒

つ情調とがぴったり契合したところに'立派な文が生る︒主客燃焼

讃本の文章などでよ‑骨合をのみこませねばならぬ︒﹂(㊥56ペ)
㈲では︑すじの緩急に即して1文1文の長さを考えるべきことを

融合の境地はここにある︒﹂ (㊥57ペ)

1の﹁物を観ること﹂で'事物に対する誠実さが取材姿勢の根本

ずには臣かないものである︒﹂ (㊥48ペ)

㈹誠実I﹁文は誠実であればそれで充分である︒至誠は人を動かさ

表現態度についてはへ 四年に︑次の文語が撃不される︒

体との1敦によるべきことが説かれる︒

五年では︑nUの主体と文革表現との1敦は'基本的には対象と主

ママ

べきてとを説‑︒小刻み過ぎてもいけないへ長過ぎてもいけないと

指摘し'㈲では'句点の打ち方に加えて︑読点の打ち方にも考慮す
いうおおよその外枠はあるものの︑実際にはどう打ったらよいか迷
いがちな読点の打ち方は'鶴例によって覚えるのが最も有効なのか
も知れない︒
高等科一年には'次の項目があげられる︒
㈹短い句‑﹁こゝ (﹁頭を剃る﹂) では短い句がたゝみかけるやうに

とされたのに相応じて記述態度においては'書かれるべき文章'あ

るいは雷‑ことそのものに対する誠実さが要消される︒誠実さは文

る︒﹂ (㊥76ペ)

かきだされてゐる.短い句は'何とな‑きびきびした感じをあたへ
書いているうちに徐々に速度がついてきて文を短‑するのは'そ

べき文章 (書‑ことそのもの) に対する誠意をつねに持って書き続

章に具現化され'読み手にすぐに伝わるとは限らないが'古かれる

けるなら'やがては理解されるという信念を持てtということであ

れほど意識化しな‑ても可能であるが'書き出しから短い文をたた
る︒㈲では対象に即した文の切り方続け方に重点が置かれたが'㈹

みかけることは'読み手に対する効果を自覚しなければ不可能であ
では'読者を文章に入り込ませるための文の切り方続け方の工夫に

以上へ記述のとらえがたさに比例して分析の観点も多岐にわたり'

執筆速度への言及が見られる︒

表現態度には'はかに生活指導教材の各領域に即した執筆態度・

ろう︒

重点が移りかけているQ
なお︑﹁!﹂﹁?﹂﹁‑﹂﹁ ‑ ﹂の符号も文の切れ続きに開通して

いておおむね堅尖な系純化の試みがなされていることがうかがわれ

統1的視点を提示することはできなかったが'それぞれの観点にお

指導されるペ・tfjものであろうQ三年で1般論として符号の使い方を
に指導しようとされている︒

説明し'高等科一年では文例に即して符号の使い方の良否を具体的
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Kk

5 比職の仕方
比憶について述べられた文語は︑次の1項目である︒

形容など'簡単であるがいかにも複雑な味をふ‑めてゐる︒﹂(高等

これも'7般化すれば'音声化しやすい擬声語から音声化しに‑

科1年'㊥76ペ)

い擬態語へtということになろう︒簡単ではあるが要点はおさえら

甫い空

﹁ ○空

㈲引用句について‑﹁議論文や感想文をかくときには︑古人の云っ

じ意味があるのである︒﹂(四年'㊥49ペ)

る︒それは劇の場面かかはる毎にへ人の心をつよくひきつけると同

㈱エピソード‑﹁文に挿話を入れる事は文を生かす有力な方法であ

なお'文章表現の様式と技法について'次の三項目が示される︒

れている︒

魚のうろこの空

この文語は'次の童謡に関連してなされる︒

仙比境と新味‑﹁比職には新味がなくてはならぬo﹂(五年'㊥62ペ)

綿の空

た言葉などを引合に出して︑自分の議論をたしかな力払いものとす

対象に直接結びつけたり'連想的必然性をもった奇抜な事物を対象

れを一般化すると'普通腕曲的に結びつけられることの多いものを

職は'﹁七面鳥の環﹂という連想の奇抜さに新鮮味がうかがえるQ こ

両者は常に通常に使用して'文を生かすやうにせねばならぬ︒﹂(高

叙述は事物'背景色調をあらはす場合に有効な複表法である︒この

である︒

㈲会話と叙述‑﹁食詰は人の性質気分を表はすのに最もいゝ枯渇法

だけ多‑知ってお‑がよい︒﹂(高等科1年︑㊥83ペ)

ることは'文章上大切な手法である︒故に古人の格言などは出爽る

今度は七面鳥の只のやうな空になアれ﹂ (㊥63ペ)
二行目'三行目の比職は'1般にたとえられているものを対象に

と結びつけたりして'新鮮さを保つことが比職の生命であるtとい

直接結びつけ'陰唖として提示した点に新しさがあり'四行目の直

うことになろう︒
次の二項目でなされている︒

がら︑挿話は文章においてあ‑まで神足的役割を果たすものである

てへ文章を幅のあるものにすることをめざすものである︒しかしな

㈱は'児童の生活経験から出て来る挿話を付け加えることによっ

等科二年'①88ペ)

i9雲雀の声の灰声‑﹁雲雀の聾をピチククビチククときいたところ

比職のT部である旋声語・擬態語への着日は︑例文に関連させて'

がおもしろい︒﹂(五年へ㊥54ペ)

習者の読書経験から'説得力を増す光ったことばを抽出しようとし

それに対して'㈲の引用句は︑直接的磁極的効果をねらって'学

から'表現効果としては間接的消極的効果にとどまる︒
! ・ ( 蝣

㈲生れて初めての経験‑﹁生れて始めての経故だけにこれ以後の描
寓がいかにも生々としてゐる︒rゾロリゾロリ3といふ︹頭を剃る︺
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たもの︒
㈲は'㈱㈲が部分的効果をあげるのに対して︑全体的総合的効果
壕あげようとしたものとみられる︒ここでは'いったん事実・事件
を対象化する︒そして︑会話が実際に行なわれても'全体の情勢を
鳥撤してもらうために叙述接にしたり︑地の文一叙述法) で雷‑筒
所を'会話を案出して迫真性を持たせたりすることが'当然起って
せられるのにふさわしい︒

くる︒脚㈲と比べて'創作性が泣厚になる二尚等科二年二学期に課

6 推敵の仕方

指導教材の系統化が試みられている︒

Ⅱ ﹁草稿標準'推顧標準﹂における系統化

‑大正一〇年細目案のばあい‑

草稿標準'推敵横準は'それぞれ尋1・尋二・討三四・番五六・

表現指導教材の六項目との関連を中心に'各段階においてそれぞ

高一土の五段階に分けて並べられている︒

れがいかに配列されているかを探っていきたい︒

1 尋常科第7学年において

川 クチデイフトホリヲカクコト︒

記述の際留意すべき草稿の基準として︑次の二項目があげられる︒

ii カソガへテヰルトホリヲカクコト︒(①8ペ)

推敵に関する文語には︑左の三項目が掲げられている︒
山推蔽‑﹁草稿は1気吋成に書き上げてしまふのがよろしいが︑推

前者は︑平生の口頭表現 (話すこと=外的表出) をそのまま文字

蝣

敵は丁寧に行はねばならない︒﹂(四年へ⑧47ペ)
・

化することを促すもの︒話すことと書‑ことの関連に着目7VJせ'文

!

章表現を日常の一一一墓相生活から自然に導き出されるものと考えるよう

惚推蔽‑﹁推駁すると文の庇がな‑なる︒草稿は荒削り'推敵は仕
上げてある︒﹂ (五年へ㊥57ペ)

化することを促すもの︒前者を現象的基準とすれば'後者は本質的

T・∵

矧工夫と完成‑﹁工夫は事寛に即した反省である︒

にさせる?

基準と言えよう︒前者に着目させることから'だんだん後者へと導

後者は︑心の中で言ったこと(内言‑内的表出)をそのまま文字

工夫がかういふ形で進められるとき︑自分のカは伸びてゆ‑︒﹂ (高
山では草稿・推敵の速度・時間のかけ方に言及Lt そこから推敵

等科一年︑⑧83ペ)
の意義を暗示する︒他では正面から推敵の意義を取り上げ︑矧で推

くことになろう︒

iiというのは︑発展段階の順なのか︑文章表現過程に即した着眼点

章表現過程からみれば'むしろ逆ではないかとも考えられよう︒u

ただし'仙話す1書‑'也考える1雷‑'と配列したことは'文

敵の根拠としての事実・実感︑およびそれのとらえ直しが勧奨され
以上'六分菊の仕方には唆味な点も残っているものの︑表現意欲

ている︒
・取材・構想・記述・推敵の文章表現過程をはぽおおう形で'表現
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コトガヨクワカルカ︒﹂が最初に来ているのは︑J段階帽の配列では

なお'配列が変わり︑尋1にあった項目が後に'新しい﹁カイタ

なく'文章表現過程の順に移行しっつあることを不すものと亭見よ

の臓なのか︒その辺︑なお暖味な面も残っている︒
推蔽標準としてほ︑左の三項目がある︒

つi
v
・‑
1サ
‑蝣
‑‑
v‑‑
V‑
'.
i/
‑‑
T'''/十.上¥11T‑した‑ir?(5‑㌫⁚.=⁚

㈲つづけて云つて見る︒
・脚正し‑早‑か‑︒(08ペ)

物じゅんじょをきめる︒

山かかうと思ふことをきめる︒

この段階からt等稿標準は様変わりする︒

3尋常科第三四学年において

うことになる︒・

う︒とすれば︑山は'取材・構想・記述にわたる大まかな推敵とい
(①8ペ)

山.チガヒジバナイカ︒

○ヲツケタカ︒‑

ii ヌケジバナイカ︒
矧
いずれも表記についての推蔽基準である︒読み返していちばん目
につく︑表記から推敵を始める︒推敵の端緒にふさわしい︒

.2 尋常科第二学年において
草稿摸準は'尋Tの時と変わらない︒もし変わる所があるとすれ
であろ,つか. ︒ー低学年では同じ二項目を徹底して頭に入れさせようと

ば'物の考えた通りを書‑ことにより比重がかけられることぐらい
しているのであろう︒この二項目が記述の根本になるとの方針が看

記述させるやり方には︑尋T・尋二の﹁口で言う通りを書‑﹂が生

はー:蝣:.‑:蝣)いハ・蝣;';蝣;;;'‑
‑:
‑.
り'
‑蝣
:'
.∴
‑・
‑H
<L
・t
'(
1.
蝣,]⁚

かされている︒脚によりへ言語化による執筆前の推敵がなされるQ

観点として生かす.ことが考与りれている︒なお'矧脚の言語化して

川 カイタコ寸ガヨクワカルカ︒

脚の﹁正し‑早‑か‑﹂は'想を定着し'次の想を生み出す要訣で

・推駁標準は︑次の順序で掲げられている︒

ヌケジバナイカ

仰

ii チガヒジバナイカ︒

仏文に中心があるか︒

ある︒
推蔽標準は'二年に引き続きへ文章表現過程に即して設定される︒

畑じゅんじょはよいか︒

脚 力ナノマジ‑ハナイカ︒

る可能性があるのでそれを戒めたもの (表記)︒山は内容の推擬の

脚云ひかたのわるいところはないか︒

仙じぶんのかんがへを書きあらはすことができたか︒.

最初である︒書いた文章が書いた本人に理解されることが出発点だt

㈲ ○ヲツケタカ︒

というわけであろう︒

紺は片仮名に続いてひらがなを習い始めた児童が︑両者を況用す

(①8ペ)

取される.
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輸

わるい言糞はないか

㈲ 文のつゞけ方はよいか︒

はたしかに存在する︒しかも︑1般の文章表別過程においては︑討

れたからであろうか︒しかし'尋五六にあっても尋三四の川の段階

これをあげると熟想の物と似たような項目の再提出になると孝冬り

五六のように﹁山主点をきめて大切なことをえら﹂んだ後に﹁物か

(①8ペ)

m ちがひ字ぬけ字はないか︒
㈲ 旬讃鮎のうち方はよいか︒

﹁題材の発見並に材料の蒐集﹂の後﹁主憩の決定と材料の過程﹂を

んがえを充分熟しきらせる﹂こともあり︑尋三四や高一二のようにノ

することもある︒つまり︑文章表現過程に即するという点ではいず

山は'取材あるいは﹁1物を観ること﹂の段階において︑自分の

れも間違っていないが'段階を迫って系統化してい‑時に'両者の

意図と照らし合わせて検討させるもの︒軸は文体'㈲は文勢'㈲は
配語についてふれたもの.m胤の表記は尋1・尋二と同じであるがへ

せずに消えへ別の項目が突然あらわれたりするのであるから︒一

間に難点が生じる︒(ある項目が完成したり他の何かに発展したり

ただ㈱で読点をも含むようになった所が進んでいる︒
これ以後の基盤になると考えられているのであろう︒1度に多‑
の項目が嘩不される︒それだけに'尋1 表記I・尋二 表記および

・畑は﹁順序﹂に﹁段落﹂の語が新たに加えられる︒これが光腿だ

﹁段落﹂は3の﹁文の段落﹂ (分析的構想力) を不すものとも革TtJ

とすると'﹁恨事﹂は前節2の﹁文の組立方﹂(総合的構想力)を︑

・記述では'﹁文の続け方﹂に﹁切り方﹂をも加え'忠考の広がり
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取材構想記述にわたる大まかな推蔽1尋三四 分節された観点によ
る取材・構想・記述・表記の分析的推鮫 と拡散Ltどこに重点を

・深まりから釆る長文化・授文化の傾向に歯止めをかけ'理解しや

を見直させようとしている︒

に対象'およびそれをとらえる自らの個性が表別できているか石か

まず取材においては'尋三四の実感による推敵に比して'雑観的

推蔽標準には'各過程に工夫が見られる︒

ないところもありへ これだけで判断を下すのは困難である︒

ろをみると'六分類との対応の意識がどれだけあったかはっきりし

2の﹁文の組立方﹂に入るのに︑別項目として掲げられているとこ

られよう︒しかし︑山の﹁主点をきめて大切なこと争与りぶ︒﹂ も

置‑のか的が絞りに‑‑なる恐れもある︒
4 尋常科第五六学年において
草稿標準は尋三四をふまえて次のように設定される︒
ママ

(①9ペ)

主点をきめて大切なことをえらぶ︒
かんがえを充分熟しきらせる.
順序段落をきめるO
正しく早‑かく︒

りに'高1二で﹁主憩の決定と材料の遇揮﹂ (①9ペ)とまとめら

すい形で示すことが考えられている︒また'問題のあることばを改

^
t
‑

発見並に材料の蒐集﹂(①9ペ).とまとめられる) が省かれたのは'

れる川と'熟想のiiが入って‑る︒尋三四の山(高1二で﹁題材の

尋三四の山﹁かかうと思ふことを決める︒﹂が除かれる︒その代

(3) (2) (1)

めることばを改める尋三四から'最適なことばか石かを検討する段

程からの検討の必要性を説‑にとどまる可能性がある︒

をおって進んでいるとはいえない点も残り'実際には文章表現各過

における教授細目とを比較すると'両者の特色に関Lt次の二つの

大正10年細目案における草稿標準・推敵棟準と階和四年細目案

お わ リ に

なり合わず'体系的整僻には未だ不完全な侍所が残されている︒

(4)表現指導教材の六分類と共通する部面も多いがへ必ずしも試

階に発展させている︒・.
5 高等科一二学年において
串柿標準の新たな項目は﹁用語の考慮﹂一①9ペ) の1項目であ
以上から'草稿標準においては'尋一二において気軽に苔‑姿勢

るQ

をつくり︑尋三四で文章表現過程を1とおりふまえ'尋五六で主題

ことを指摘することができる︒

昭和四年案ではそこに至るまでの過程(取材・構想・記述'特に取

1'大正T〇年案では推故により重点がかけられるのに対し'

の焦点化をはかり'高111で用語にも気を配り表現過程に即して古
くという系統化のなされたことが知られる︒

推敵標準では︑﹁文の中心﹂が﹁主想及首尾﹂(主題とすじ)に焦

の言及がかなり見られることは'注目に値する︒

材)に力点が荘かれる︒なかでも'取材(生活)態度・記述態度へ

!・!>

になり︑﹁書いた事柄がよ‑あらほれてゐるか﹂が﹁仝燈につき秋

ここに'昭和四年細目案におさめられた﹁四季の行事と綴方生活﹂

けである︒

虫点を置いた爪点的系統化であり'2からの要請は︑具体的段階づ

1から導き出される要諦は'文革表現各過程の中のどの過程かに

段階に即して具体的に提示しようと努めている︒

にとらえにくいものも多かったが'昭和四年案ではできるだけ学咋

2'大正10年案では項目のあげ方に観念的な所がありへ発展的

点化して分節されへ草稿にも見られたように﹁順序﹂が﹁順序段落﹂
晴はないか︒﹂(①9ペ) になる︒いずれも'尋五六の延長線上に考
えられるものである︒
ここで草稿標準・推蔽標準の特色をまとめれば'次の三項目にな
ろう︒
T)草稿標準・推蔽標準とも尋1と尋三四を文章制作上の転機と
(2)多くのばあい'文章表現過程に即した級密な配列の形をとっ

し'それらの時期を基底に以後の系統化をはかっている︒

(⑧ォ=‑2ペ) を置いてみるとへその意義が解されるように思われ
る︒

ていて︑活用する児童にとっては理解しやすいが'反面羅列的拡散
的になり'どこに力点が置かれ'どういう歪みづけがなされている

すなわち'第1に︑取材・構態・記述の文章表別過程の前に存在
00
し'児童の内外の基盤を形成する生活に5'点化し︑それを見つめ改

(3)項目の捉示のしかたは細部にわたっているが観念的で'学年

のかはっきりしに‑い所も残る︒
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着させることかち生活意欲を湧かせ'取材に対する新しいエネルギ

の﹁組立﹂とは自ずと異なって‑る︒しかし'両方に同じ語が

∵分析した際に兄いだされるもので'総合的構想力を意味する2

・J曇だ'各月を行事・自然・遊び・仕事その他に分類し'それぞ

七を得ようとしたものである︒

が︑著者である峰地光重氏においても'概念的に分けにくかっ

・l使われていることは'2の﹁文の組立方﹂と3の﹁文の段落﹂

記して'感謝申しあげたい︒

(本学教育学部助手)

鳥取大学助教授中軌正男氏に格別のど配慮をたまわった︒ここに

︒①のr放新小野綴方教授細目﹂ (大正10年) の探索に際しては'

とにしたい︒諒とされたい︒

.﹁四季の行事と組方生活﹂そのものの考察は'別の機会に諮るこ

附記

たことを示すものとも言えよう︒

れを児童の生活場面を観察してきわめて具体的な事物・行為に分けへ
項目立てようとしたものである.ただし'学年の段階づけまでには
至っていない︒
か‑て'.幅和四年案には'系統化された文章表別過程(取材・構
想・記述の過程を中心とする) に即した教授細目と︑具体的ではあ
るがまだ段階づけのなされていない﹁四季の行事と綴方生活﹂とが
共存することになる︒
それらの統Tは1九三〇年代を侯たなければならないにしても'
こゐ峰地光重氏の表現指導教材の系統化の試みは意義深いものと認
めちれる︒(昭和55年3月31日稿)
∧注V
細目案を作成されているがへ この創作教材についてはへ今回は

l 指導教材(課題作)と並んで創作教材(自由作)もあげられて'
保留する︒
2..大正一〇年の細目案には'さらに﹁特色を班へること﹂ (①7
ペ) の一文が癖えられている︒
3 大正10年細目案では'﹁観察のしかた﹂(①7ペ) とある︒
4 ﹁文の組立﹂の語句は︑2の﹁文の組立方﹂における﹁組立﹂
・と同じ語が用いてあり︑この項は2に属するとも考えられよう︒
! しかし'このばあいの﹁組立﹂は︑できあがった文章の構成を
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