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博

亮

年七月である︒これらの中から﹁古い手紙へ愛情の衣裳についてへ

哀歌'文学のことで'独自と対話︑詩について﹂を除いた十三荒を

取り出してそれらに見られる氏の文章表現に関する主張をまとめて
みたいと思う︒

ヽ

のは巻末9﹁初稿発表覚え﹂によれば一九五1年四月から7九五六

たものへ ﹁詩について'思想の表現﹂は講故草稿である︒書かれた

に連載されたものへ ﹁独自と対話﹂は筑摩F文学講座﹄に掲載され

ばから7九五六年にかけての一年間︑創刊間もない雑誌r若い女性A

串田孫一氏に見る文章作法

■
っいこの間のことであるが串田孫7氏の文章を読んでいて次のよ
うな箇所に目が止った3その文章は﹁表現の悦び﹂という題の一口
に言えば文章作法について書かれたものである︒その終りの方に人
が自分の作品を他人に見せる時にはそれを作った人は﹁へり下る傾
向にある﹂とあった︒へり下る偵向にあるという言い方は他にあま
り見ない表現のようでもあり興味探‑思われた︒そこで串田氏が文

二

﹁表現の悦び﹂ 二九五六年七月︒巻末の脱稿年月1発による︒

い立ったのである︒

章表現について書かれたものをある程度まとめて読んでみようと思
氏には﹁文革による表現﹂と題して十九第の文章をまとめたもの

以下同じ)は十九篇の文章の中で1番新し‑書かれたものである︒

ヽ

がある︒(r自然と美と心 ‑ 人と思想⊥ 〝Ⅱ文章による表現″.

ヽ ヽ

氏の文革表現に関する考えが腐括されてある程度まとまった形で書

ヽ

文芸春秋社)それらは﹁表現の悦び'手紙について︑古い手紙'愛

ヽ

かれている︒ある程度まとまった形でというのは形式的にまとまっ
ヽ

ヽ

情の衣裳について︑哀歌'心づかい'リズム'アクセソト'日記に

ヽ

ているという意味である︒ここに見られる氏の文章の特色は全体と

して三のまとまった形をとりながら'叙述の方法がおおむね随想

っいて'白い貢の魅力'深刻を悦ぶ心︑幸福の彫'素顔へ息づかい
についてへ手垢のついた言葉'文学の七とで'独自と対話'詩につ

駒連想的であり第〇章節△節という形式を必ずしもとっていないこ

ヽヽ

いても思想の表現﹂である︒これらのうち﹁表現の悦び'手垢のつ

とである︒その中でこの文章は此校的まとまった形式をとっている

のである︒このことについては後にもう一度触れることにする︒

ヽヽ

いた言葉へ女学のことで﹂の三篇は買現9悦びjに掲載されたも
の'﹁手紙について﹂以下﹁素顔﹂までの十二篇は7九五五年の半
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る時にいつも問題になる何を苔‑かということが述べられている︒

を培い平易で生き生きとした表現を日ざしている︒わが国の国語教

る︒欧米ではそれをもう7歩進めて﹁慣れたら変えよ﹂自らの文体

史氏はその著rことばの磁界j (文化評論出版) の中で指摘してい

で横準的な表現に習熟することを大きな目標としているtと成瀬武

﹁私は書‑前に何を書‑かということを自分で納得することが恐ろ

育に見られる受動性を排除せよと言っていることには串田氏に相通

この文章は四章から成っている︒工草には文革表現をしようとす

いう不安である﹂と言い'本釆ならば誰もが言っていないことだけ

しい︒よく分ってしまえばそれは書‑に倍しないのかも知れないと

じるものがある︒

る︒自分のぼんやり考えていたことがはっきりとし確かにそうだと

﹁表現の悦び﹂のⅡ草には文章を綴ることの効用が述べられてい

が表現に値するのかもしれないが我々はそういうことにほおかまい
自惚れがあることもある︒それを﹁表現の悦び﹂と言っているので

なく色々と表現しようとする︒しかもそこには1つの悦びや多少の
ある︒これは﹁忍苦の創造﹂に対して言われていて文章表現がすべ

﹁きちんとすること'きちっとすること﹂が行われるがそれは快い

思い込んでいたことが辻接が合わな‑なったりして自分の内部で

ことだとしている︒自分の書いた文章の中にその人の姿があり知識

て苦しみに充ちたものではな‑必ず悦びが出て‑るとも言っている︒
このようにして書かれた文章にはそれを古いた人の気持が当然表わ

Ⅱ章は朗読について述べてある︒ここでいう朗読は﹁自分のため

をふやし訓練すればそれをい‑らでも立派なものにしていける︑そ

に'自分の書いた文章を'声を出して読んでみる﹂の忠である.こ

されているが必ずしも容いた人の思惑通りに相手に通じるとは限ら
を感じ取ってしまうこともある︒自分を隠すために文章を綴ること

ない︒受けとる方は書いた人が気がつかない箇所からその人の気持
も出来るし﹁それをもいやがる人は文章を容かずにいるより仕方が

の朗読を是非することをすすめているがこのことは﹁呼吸﹂との関

こにも﹁表現の悦び﹂があるとしている︒

ない﹂と述べている︒教師というのは立場上文章を雷‑ことを強制

ている人間の呼吸を指している︒自分の文章を声を出して読んでみ

連において強調されているのである︒この﹁呼吸﹂は文字通り生き

て読みづらいのは呼吸が合っていないからでその人らし‑綴られて

することが多いのだが'書かされる価の気持を代弁するものと受け
要であるから表現に個性がな‑なる︑型にはまった言い方は逆に思

いないことがわかる︒不自然な技巧を使っているからであるとして

取ることもできる︒続いて紋切型の表現に言及している︒既成の言
考の型さえも作ってしまう'文章の本当の力は鋭利な刃物のような

いる︒

作品を人に見せる時に私たちはそれが自分の生み出したものならば

Ⅳ葦は文章の批評について古かれている︒二つの文章なり他の

もので文章は対象を鋭‑切らなければならない'その切られた断面
によってうまく言い当てている︒紋切型の表現は好ましくないと見

資任を持たねばならないことは勿論だが︑何としてもそれを作った

・を見て読者は驚くのだとしている︒文章のあるべき姿を適確な比幌
放されているにもかかわらずわが国の国語教育は﹁習うより慣れろ﹂
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人はへり下る傾向にある﹂のが批評を求める人の心理である︒批評

文革の中にどう移されるかということを述べている︒それらを完

それを批評するものの親切さ︑批評の技巧とも言っているのである︒

ることができるとし︑数年前から自分の古いた文章を声を出して読

されたかは古いた文章を読み直し声を出して読んでみる時に吟味す

った︑・自分の生命を存続させている息づかいが文章にどんな風に移

ヽ

文章の批評に伴う心理的仰面に触れたものをあまり見たことがない

む習慣がついたと書いている︒文章による表現は単なる技巧ではな

ヽ

は最もよく捷lわずに向うへ移って‑れる伝達の場が出来る苦だと思

全に文革に移すことができるならば自分の表現したいと思った亡と

のではじめにも述べたようにこの簡所を興味探‑読んだのである︒

く生そのものの緊張によるものそこに自分の生を1つの律動として

ヽ

する人の方に﹁暖かい慣しみとあまり大袈裟にならないような遠慮﹂

・この文章に述べられている紋切型の表現の問題はこれより前に書

表わすことができればそれに接した人は自分の生が自身の力によっ

ヽ

⁚o^1V一り・:̲誉∵摂J, '.‑封・・ tt.uz:'蝣::':/‑蝣:ト

る︑こともやはり以前に古かれた﹁息づかい﹂の中に述べられている0

かれた﹁手垢のついた言葉﹂ですでに論じられている︒呼吸に関す

ヽ

ては到底望むことができないほどにおののき始めるのを感じるだろ
ヽ

うとしている︒伝達の場という考え方は後には見られず'むしろ臼

ヽ

これら二つの文章の延長線上にあるので減ってこの二つの文章に日

﹁手紙について﹂ 二九五五年七月)はr若い女性しの退城1回

四

を論じているのである︒

身の問題として不自然な技巧を避けるためのものとして呼吸や朗滋

ヽ

を通すことにする︒
三
﹁手垢のづいた言葉﹂.(1九五四年六月) では'それを用いるこ
な作文を作ることもあるがそれは子供がまだ人人の一番多‑使う言

とによって文章は生命を失い.﹁文章が腐る﹂︒子供は独創的空想的

な風に詩の勉強をして行ったらいいんでしょうかと尋ねられて﹁自

目の文章である︒詩を書いているというお嬢さんが訪ねて来てどん

分の日記や手紙をていねいに緊張して雷‑ようにしたらどうでしょ

右からで'国語教育によって言葉を豊富にすることが大切だとして
いる︒言葉の制限は嘘偽りの文章を作ることにもなりかねないし手

とは詩に限らず文章を真剣に書きたいと思っている人にすすめたい

う﹂と答えたが'日記や手紙をていねいに力を入れて吉‑というこ

葉をほっ‑きり知らず自分の言語の限界の中で正直に表現しようとす

垢のついた言葉を使うことにもなる'そのことが栢神のうちに自己

と述べているo氏自身そのことを常に心がけているのだと﹁あとが

欺臓や妥協という悪徳を育てることにもなりかねないとしている︒
精神面での弊害を述べることから思考の型・対象の切り方の問題へ

この文章に続いて連載(十二回) の前半は主として手紙について

き﹂にもある︒

﹁息づかいについて﹂ 二九五四年二月)は自分の呼吸や鼓動が

と発展しているのを見ることができる︒
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後半は主として日記について古かれているo
﹁心づかい﹂ 二九五五年・H月)では手紙は誤魔化もがきか瑠

ベている︒さらに仙人に鮮明な印象を与えるようにすることは自分

手紙について書かれているのはこの文章までである︒手紙の相手

ントをつけることにもなると言っている︒

にとっても印象を整頓することになるし平凡な1日の生活にアクセ

は1般的には男女はこうあるはずというものがある︒しかし1方が

に対して自分の気持をあからさまに讃かないように相手を退屈させ

いということを述べている︒服装や髪型口のきき方ものの考え方に
伯方の特性を持っている時でもいったん手紙を古‑段になると女性

ヽ

ることのないようにと述べる1方で'そのことは自己の印象を整頓
ヽ

ならば女っぽい古き方になってしまう︒ということから文章という

ヽ

がらも常に自己を省察する視点を保持し続けるという姿勢が見られ

ヽ

ものは誤魔化しがきかない'とは言っても他人の文章の真似をして

ど自己の問題としても論じているところに特色がある︒他を論じな

することにもなる自己の生活にアクセントをつけることにもなるな

Sk

ヽ

誤既化すこともあるしあからさまになり切らないことも誤魔化しと
らないための心づかいであり礼偶でもあることを強調している︒

あてて古いたりという場合を言っている︒自分の生命が無視ruれて

をリズムと言っている︒相手に憤慨したり抗議をしたり最愛の人に

悲惨な自分を創作してしまって動きがとれな‑なることもある︒さ

う弊告がないこともない'その逆に自分をひどく扱う場合は非常に

般的には日記を苔‑ことはいいことだとされているが自己弁譜とい

日記を苫‑ことの中に潜む日に見えない告について述べている︒7

﹁日記について﹂ 二九五六年六月)は退職の虫終回にあたる︒

五

一首見るかもしれないが'特に後者の場合は後悔やいやな想い出とな
﹁リズム﹂ 二九五五年十二月)は文字通り手紙の中に現われる
リズムについて述べている.書かなければならないことがはっきり

誰かの言柴によって語られたり綴られたりするのは不満であるはず

らに自分を叱王するその日分が大き‑立ちふさがってきて叱巽を受

していると無駄なことを言わずに率直に呼吸を乱さずに書けるそれ

だという書き方がされていることから'この‑ズムは生命のリズム

ける自分を隠し自分に対してそれだけ怒りを示し得るという自己へ

て雷かれている︒日記に暁は書かないというのは大体嘘で仙人の眼

二九五六年二月)は日記の中の岨偽りについ

をおそれるか自分の眼をこわがって偽りを諮‑︒アミエルは日記に

﹁白い頁の魅力﹂

を指摘している︒哨虐性を帯びやすいことを警告している.

訳心が移ってしまいそれ以外のことに眼が向かないようになること

の窓味でもあろう︒さらに手紙を念入りにていねいに雷‑ことはそ
﹁アクセソト﹂ 二九五六年7月) では手紙の中のアクセソ‑に

れが自分を発見するいい機会ともなると言っている︒
ついて述べている︒言葉のアクセソトではなく﹁生活のアクセソト﹂
る心を失わない'相手の気持ちを憩重して退屈させない'1つのこ

心気転換の意である︒手紙の文章がだらけないために話しかけてい
とをはっきり知らせるのにはそこから考えをそらさないようにと述
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生きるということは日日に快癒し新たなることであると古いたが快

なる.ユウジユニはその後も弟のために日記を昏き続けた︒このユ

初めてパリに出かけるが弟は胸の病気が重‑なりやがて帰らぬ人と

めに日記を詩‑︒弟が印度生まれの娘と結婚するという時に彼女は

ウジユニの日記のように誰かにあてて雷‑こともあってよいとして

癒すなわち絶えず自分を見護り自分に気がつき明日のためによりよ

いる︒自分のことを自分との対話のつもりで香‑と気ままにぞんざ

い状態に置こうとする桁神状態を意味し'偽りのない真実の自己を
のためにあるけれども別日のまたその先に続‑白い頁を見つめなが

に話しかけるようなことがあってよいとしている︒自己省察的姿勢

回復することをも意味している︒そのためには白い頁は過ぎた1日

を保ちながらそれをより客観的なものとするための一つの方策とし

いになってよくない.真剣に正確に念入りに寄‑ために時には誰か

﹁探刻を悦ぶ心﹂ 二九五六年三月)は日記を苔‑人が気をつけ

らそこに真実の自画像を書‑べきだと言っている︒
なければならない日記の恐ろしさについて述べている0日記の中で

て述べられているのである︒

むことや深刻になることがそのまま思索的であると思うのはまちが

について述べている︒京都大学学士山岳会の登山隊によって書かれ

﹁素玩﹂ 二九五六年五月) は日記のなまなましさということ

自分をまめそのことに酔ったり'恨悔したり誓いごとをしたりする

いである'しかし日記の中では私たちは自由であり解放されている

日の感動や迷いのなまなましさは時がたつにつれてあるものは流れ

た﹁アンナプル日記﹂や戦争中の永井荷風の日記を例にその日その

ことによって動揺した心がやすらぐということを指している︒苦し

のでまちがいを犯しやすいだから日記は恐ろしい場所でもあるのだ

い︒書かれてある内容に矛盾することがあってもその未完の姿の中

去りあるものはとどまってもう一度そのまま呼び戻すことはできな

にFL=いた人の人間をより知ることのできるものがある'そこに日記

と諾っている︒さらには日記をうま‑普‑ことはすすめないがいい
尖がより正碇に書かれ日毎に新しい自分を発見しなおすきっかけと

つす鏡でありそこに自分のほんとうの姿を見たいとしている.絶え

のなまなましさの債打ちがあるとしている︒自分の日記は自分をう

日記を書‑ことをすすめている︒いい日記とは内外の生活の中の事
もなりうるものを言っている︒日記の盲点・陥罪をよ‑承知した上

を述べている︒思想を表現する形式は論文'随郡'ドラマ'番簡な

﹁思想の表現﹂ 二九五三年十月) は文章になった思想の難解さ

六

ここまでが﹃若い女性﹂に連載されたものである︒

ず自己を観察し少しの変化も見逃すまいと心がけているのである︒

で本当の意味での思索を深めよということであろう︒この思累は自
己省察的意味合いが強いのはもちろんである︒
﹁幸福の彫﹂ 二九五六年四月) はユウジエニ・ドゥ・ゲラソの
日記の1節で始まる︒彼女は亡くなった母に代って弟モオリス・ド
はやがて故郷を離れトゥルーズ'パリ'ブルターニュと旅をする︒

ゥ・ゲラソの世話をしていた︒二人は南フラソスに住んでいたが弟
姉は弟が信仰を失い人生に苦しむ姿を見て愛と祈りをこめて弟のた
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めると次のようになる︒

自分の書いた文章を朗読することは'自分の呼吸を大切にす

きである︒

紋切型の表現は︑文章の個性を埠っのでできるだけ退けるべ

もたらすものである︒

文章表現は'苦しみだけを伴うものではな‑創り出す悦びを

ど種々あるが読者が論文を除いてこれらからじかに7つの体系を読
・H

日

臼

み取ろうとすると読みづらくなる︒いきなりその思想をとらえよう
としないでまず書かれたものによって知るべきものはその人の呼吸
であるとしている︒思想と表現形式との関連について大雑把にいわ
ゆる体系家に屈する人と体系を持たない人や体系を作ることに関心
を持たない人がいると二つの分澱を示している︒どちらの分菊に入
るにしても無味乾燥で難解難読で時には有害無益な文章の原因とな

いことである.

ることでもあり'不自然な技巧を避けるためにも足非すすめた

イ 手紙の文章がだらけないように心がけるo

ア 手紙にはあまりあからさまに自分の気持を欝かないo

に力を入れて詐くことを心がけるべきである.

印 文章を真剣に書きたいと思うならばへ手紙やH記をていねi・

るのは日本でヨーロッパ風の思考方法を採用したことと翻訳調であ
ることとしている︒呼吸に関連して人間の呼吸の限界を越えた文章
しば人間の条件を越えやすいとも言うのであるがこの人問の条件と

日記には自己の真実の姿を書き︑新しい自己を発見し自己

日記は自己弁苔や自虐的憤向を持ちやすいので気をつける︒

は超人的であるとするのも興味ある把揃である︒論刑的構成はしば
いうのも呼吸あるいは息づかいのことである︒呼吸の限界を越えた

エ

﹁あとがき﹂で氏は文章表現について考えをまとめてみたいと思

日記はややもすると気ままでぞんざいなものになるので気

を育てていく場所にする︒

をつける︒

文章表現することで人は何らかの形で現実に直面する︒他人
提ともなる︒

の生をより探‑刑解し自己の真の姿を知ることが文章表現の前

オ

ウ

回

文章は避けるべ卓だということである︒

ヽ

うが幾つかの大切な項目をあげて説明することなどはとうてい出来
ヽ

ないと言っている︒論文という形式は自分の考えを表現するのに適
当でないと判断してのことであろうか︒また体系ということについ
ては氏は自身体系を作ることに関心を持たないと見なしているのだ
のはそういったことに由来するのかもしれないのである︒

ろうか︒この文章表現に関するT連の文章がおおむね随想風である

文章の批評は色々な形で行われる︒児衆生徒と教師の問で'ある

八

郎田氏の文章をこれまでやや‑どい‑らいに引用して十71房の文

いは児童生徒相互の問で︑あるいは1艇の人の問でといった具合で

七

革について氏の文出芸現に関する主張を見てきた︒倍条書きにまと
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ある︒生徒の作文凌相互批評させるといっても作文の内容や批評の

(
S
&
)

イ よ‑かけた時はよいが'そうでない時は困る

ウ いやだと思う (55? )

方法等によって耶情が異なり7概に論ずることはできない︒ここで
は'六百字程度の課題作文を主題・構成・表現・表記等の項目別に

( ) の中の数字は回答者の比率︒

エ わからない (3&)

(荏)

評価し短評を加えるという相互批評に付随して︑生徒がそれをどう
思っているかを調べてみた︒結果は次の通りである︒(昭和五十四

生徒は相互批評に対してこの結果を見る限りでは好意的である︒

友人の作文を批評する一国語の時間に一ことは'自分の

作文の批評について

ば当然のことであろうか︒しかし'二割近‑の生徒はいやだと思っ

%というのは'多数のものがプラスになると見なしているのであれ

てもいるようである︒批評されることについていやだと思うのが18

年十二月実施.三年普通科三学級︑班数科1学級を対象'回答 ハ
七銘)

作文力にプラスになると思いますか︒

ていること︑三割近‑の生徒は関る時もあると思っていることに留

しかも批評するより批評されることの方がよりプラスになると思っ

アはい(3&)イいいえ(ォJ一ウわか

意して今後実施していきたい︒

の受け止め方に自ら違いが生じて‑るのは致し方ない︒けれどもい

相互批評の場合と生徒が実際に批評を求める場合とではその批評

らない(24%)
スになると思いますか︒

の技巧﹂の問題に十分配慮しなければならないのは当然であろう︒

ずれの場合にしろ'串田氏の言う﹁批評するものの親切さ﹂ ﹁批評

友人の作文を批評することは︑作文を古いた本人にプラ
アはい(巧%)イいいえ(6%)ウわか

持つことである︒紋切型の表現を嫌い呼吸を大切にすることは'自

小田氏の文章作法の特色の1つは'その根底に自己省察的視点を

九

らない(3>)
自分の作文を友人が批評することは︑自分のプラスにな
ると思いますか︒
らない(2;

いくのである︒手紙や日記をていねいに力を入れて雷‑ことをすす

アはい(K&)イいいえ(6%)ウわか
自分の作文を友人が批評することについて'どう思いま
・Fォー

めるのも'それによって自己の姿をjELく理解し自己と現先に対し

己の生を大切にすることであり自己省察を深めることにつながって

アよいことだと思う(1/3
cM
oM
ox/
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てより深い省察を行ってい‑ことを意図してい.るのである︒この視
点を共にして人生を展望するのであるが'それから得た諸々の印象
やそれに対する認識で以って守りに自己省察を深めていくという図
式を見ることができる︒氏には他に自然や芸術や人生について書か
れた文章が多数ある.それらの中にもこのような視点を見出すこと
ができるならば︑氏の生き方の問題とも関って‑るのであるが'こ
(山口県立岩国高祭学校教諭一

のことについてはまたの機会に謀りたいと思う︒(.HOI︒0ゥ・ォ)

