司会者

河村義次郎 (香川県立津田高校)

山田 夏樹 (広島市立基町高校)

・草加回学会協議会記録 昭和曲年8月1 2日(月) (1一二二〇11六・〇〇)

主題高等学校における小説の指導
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河

でも興味を持ちそうな小説をプリソトして何とかお茶を濁した︒そ

げて読みとばし'ネタが切れると他の教科雷から'生徒がいくらか

全員参加を目指す小説授業の模索

朋ゼ﹂・蝣サ

小説というジャンルがやはり現代文授業の最後の砦なのかtという

れでうまくいったというわけではないが︑その時浮かんできたのは︑

奇妙な感慨であった︒砦に逃げこんで龍城するようになってはどう

‑

先年︑三年生のあるクラスの現代文授業で︑最悪の状況を迎えた

しようもないが'小説という教材のジャソルにはそういう意味もあ

小説教材は現代文授業の最後の砦か7

ことがあ4た︒要するに授業不成立ということである︒最初は評論

ー

やら何やら教科苫通り進んでいたが︑途中からは小説だけを拾い上

その最後の砦︑頼みの綱ともいうべき小説の授業にもソッポを向

るのかと改めて感じいった次第である︒
きがちの生徒たち︒その乗ってこない生徒たちを'読みに誘いこみ'
何とか授業に参加させるためにはどうすればよいのか︒そのための
﹁模累﹂というより﹁もがき﹂ ﹁あがき﹂に近い最近の実践例のい
‑つかを紹介して'参考に供したい︒
I'予習テストの工夫 ‑ ﹁舞姫﹂の場合 ‑
小説の読解に入るためには︑まず生徒が読んで‑れなければなら
ない︒当然のことであるが'その共通の出発点さえなかなか持てな
いのが'少なからぬ授業現場の実情ではないかと思う︒その困難さ
の度合いは'当然のことながら長い小説はど増大する︒足並みをそ
ろえるためには︑最初の時間を黙読に使うのが有効であろう︒しか
ついてしまう︒教科書に採録されている標準的な長さの小説(﹁羅

し︑これもせいぜい一時間が限度'しかもこの一時間で大きな差が
生門﹂程度) の場合︑教科苔を員った時すぐ読みましたというよう
な小説好きの生徒は例外としても︑十分へ十五分ぐらいでさっと読
み通してあ‑びしている生徒もいれば︑五十分かけてまだ読み終わ
らない生徒もいる︒残りは家で読んでこいと言っても'まず成果は
期待できない︒そういうスタート地点での差を'い‑らかでも縮め
るための一つの手段として'予習テストの活用を考えてみたい︒
いろいろな形式の予習テストがあり得ようが'ここでは﹁舞姫﹂
の場合に試みたあらすじをとらえるための小テストを'資料Iに掲
げた︒

(資料工)

﹁舞姫﹂予習テスト

﹁舞姫﹂のあらすじを記した次の短文のうち︑正しいものには○'

誤っているものには×田をつけ︑誤りの部分を訂正せよ︒

こめて'船中にてこれを記した︒

( ) 1 太田豊太郎は'ドイツより帰国の途上'痛恨の思いを

( ) 2 五年前'太田は某大学在学中に︑そのすぐれた語学力

歴史・文学に心を寄せるようになり︑同郷の留学生の

を認められ'留学生としてベルリソへ来た︒
( ) 3 留学三年後へ太田はいつしか法律の勉強に興味を失い'

中でも︑次第に孤立していった︒

( ) 4 太田がはじめてエリスに会ったのは'ある古寺の前で'
涙に‑れるエリスの美しい目に魅せられた太田は︑思

わず彼女に声をかけた︒

=. 5 父を失ったエリスは'多くの弟妹をかかえ︑ビクトリ
ア座の座頭シャウムベルヒの善意に助けられて︑貧し
い1家の生活を支えていた︒

の両親からも'家の名誉をけがしたとして絶縁された︒

( ) 6エ‑スとの関係を理由に︑太田は突然免職され'故郷

( ) 7 友人相沢の好意によって︑ある新聞社の通信員の職を
得た太田は'エリスの家に寄珂して︑貧しい中にも発

しいエリスとの愛の生活に入ったO

訪れた.相沢の推薦で天方伯に引き合わされた太田は'

( ) 8.明治二十7年冬︑相沢は天方伯に随行してベルリンを
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伯から翻沢の仕事を依託された.
( )9 相沢ははじめ︑太田に'天方伯に認められて帰国のチ
ャンスをつかむためにもまずエリスと別れることを勧

いが'八問正解をゼロとして八点満点で採点した最近の例では︑満

点数名︑平均三点弱という結果であった︒亭督して家挺で読ませ

予習テストには'どれ‑らいの生徒がどの程度に予習してきたか

てきた場合)

を碇認するねらいがあるのは当然ながら︑答えを暗めること自体に

めたが'太田は頑固にそれを拒んだ︒
( )10 やがてその学識を認められた太田は︑政治顧問として

も地ならし的な意味が認められる︒この﹁﹃舞姫﹄予習テスト﹂の

あるはうが目的を迂しやすい︒私のこの予習テストは︑もちろんそ
の条件を満たしているわけではない︒それでもうま‑いった場合に

がよいのではないか︒その意味では︑迫戯的な'クイズ的なもので

予習テストは'できれば生徒を作品の世界に誘いこむ楽しいもの

置いて問いを組み立てたものである︒

応ひととおりス‑I‑‑をたどったことになる︒そこにもねらいを

場合︑答えを確認し誤りを正せば︑全然読んでこなかった生徒も1

天方伯に随行︑ペ‑テルプルクを訪れることになった︒
を見て'学識に劣る相沢の心には嫉妬の念がわいた︒

( )11 天方伯は太田の布能さを認めたが'活躍する太田の姿
( )12 旅行中の太田に寄せた手紙で'エリスは別れて暮らす
ことの苦痛を訴え︑太田に対する深い愛着の思いをつ
づった︒
¥ I 1‑1 ェリスはこの頃'妊娠のため︑すでに舞姫の職を失っ

は︑読み上げながら○×をつけてい‑時へきちんと読んできた生徒

が途中でクスクス笑い出したりすることもある︒すると1方で竿乙

を混乱させるために'正答の文で故意に笑ったりする者も出て‑る︒

ていた︒彼女は母親を捨てて太田とともに日本へ行こ
うとまで思いつめていた︒
( )14 ベル‑ソに帰った太田は︑天方伯からふたたび︑エリ
スと別れて日本に帰るよう勧められたが'遂にそれを

ではないかと思う︒
ソッポを向きがちの生徒の気を引きつける柴しさを持ち'作品自

発表していく言ってしまえばこれもおなじみのやり方にすぎない︒

小説を各章(各段落)ごとに'生徒のグループが分担して調べへ

二︑班別課題学習の試み1﹁ここう﹂の場合1

さえられるような予習テストが準僻できたら理想的であろう〇

体への興味を喚起し︑しかも読みの出発点としての共通の基盤を押

そういう楽しい雰閲気が出て‑れば'ある程度成功したと‑:=えるの

拒み通した︒
( ¥"5 太田が急病のため人事不省に陥っている時を狙って'
相沢はエリスに太田のことを中傷し︑エリ.スを発狂に
垂らしめた︒
( )16 太田が意識を回復した時'エリスはすでに不治の狂人
となっていた︒エリスと'やがて生まれるべきわが子
を残して︑太田は帰国の途についた︒
実施の方法も処理の仕方もさまざまで︑結果もいちがいに言えな
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この場合へ私がいつも悩むのは︑とにか‑四十五人全員に何か1仕
事はやらせたい︑そのために︑いかにして班の数だけの草分けをし'
全員に当たるだけの大丑の問題を捻出するかという点である︒これ
には,資料Ⅱに掲げた﹁こころ﹂とか'私の経験したものでは﹁赤
西成太﹂,最近教科苔から消えているが﹁太郎1裸の王様﹂など︑
ある程度長さのある小説が過しているように思われる︒﹁羅生門﹂
でも実施したことがあるが'六段落程度に分けるのがすでに無理で'
長さ不足であったように記憶している︒
﹁こころ﹂の場合は'たいてい図古館でKが﹁私﹂を呼び出して
助言を求めるあたりから'Kの自殺までの十章分程度が抄出されて
いることが多くしかも各串の長さが均1なのが時に好都合であっ
た︒今までの私の経験では'全員を有効に動かすには'班のメンバ
ーは四︑五人へ多‑ても六人が限度であった︒七人︑八人となると'
もうグループのまとまりも保ちに‑‑なりへ脱落者︑不参加者が出
るのも避け難い︒四十五人学級では'五'六人の人数で八班編成と
余談にわたるが'作文やノートを見る似合も︑グループ作業の場

いうのが'私の場合棟準である︒
合も'いつも感じるのは'学級定員がもっと少なかったらという嘆
とはまちがいない︒1斉授業と追ってへ個別指導︑グループ学習等

きである︒五人違っても︑グループ学習がぐっとやりやす‑なるこ
の場合'学級定員の多少がその成否に大きな形勢を及ぼすことを'
教育行政の担当者は銘記してほしいものである︒
資料Ⅲの﹁学習ノート﹂でも'問題数をそろえるためにかなり無
理をしている︒しかし'この程度の数の平易な問題を並べへ朗読へ

司会進行等まで分担させて︑ようや土人1役の形で全員参加にこ

もちろん'草ごとに割当て分担させるとしても'問題は自分たち

ぎつけるというのが'私の場合の実情であった︒

で発見させ︑設定させるのがグループ学習の本来であろう︒しかし︑

生徒たちが的確に自分たちの問題を弼り当てるまでには'相当の時

と'語句の意味とか指示語のこととかへ機械的な偏った問題ばかり

間とグループ別の入念な指導が必要である3また︑生祉任せにする

を設定してすませてしまう危険も少な‑ない︒そこで似合によって

は'こういう天下り式の糾しっけ'ないしは生徒との合作(各班か

ら生徒の発見した問題点を山させ'それを修止補足した形でこうし

こうしたやり方で全員参加といってみてもどく形式的なもので'

たプリソトにまとめるなどの方法)も許されるのではあるまいか︒

他班の発表に対しては完全に受け身になり'閲‑だけ'岩き写すだ

けになってしまうのがほとんどである︒ただ︑どこか1か所でも自

との接触を深める端緒になりはしないか︒そういう淡い希望のよう

分たちで読んだ'調べたという自信のようなものがへその作品全休

なものを抱いて︑拙い試みを続けている︒
(資料Ⅱ)

など'1茄の感想を古きとめておこう︒

﹁こころ﹂学習ノート H
はじめに ‑ 最初に通読して'印象に残った点'疑問に思った点

まとめて書いてみよう︒

あらすじ ‑ 各軍ごとに'五十字以内の1文の形で'あらすじを

m

ヽ

ヽ

ヽ

.四十章
ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

Tt ﹁私はそのときに限って'1税変な心持ちがしました.﹂(2 ‑
上2) ‑ なぜそんな﹁心持ち﹂がしたのか︒

'﹁彼の平生と異なる点﹂について︑T)﹁彼の平生﹂とはど

'﹁実際的な方面﹂ (23 2下7) へ進むとはどういうことか︒

のようなのか.(2)この時の﹁彼﹂はどのような点で﹁平生と
﹁退‑﹂とは具

彼の債向は何宗の宗旨に近かったと思うか︒
四十二軍

︒語句‑荷役︑精進へ居直り強盗︒

ヽ ヽ ヽ

ヽ

ヽ

1'・﹁待ち受け﹂と﹁待伏せ﹂とはどう違うか説明せよ︒また﹁待
ち 伏せ﹂と関係の深い語句を二つ'その後の文章中から選べ︒
一
縁
語
)

二'﹁罪のない羊﹂ (236下9) の特性はどんなところにあるか︒

同ページ上段の文章中から三語抜き出せ︒
・説列せよ︒

三'Kの﹁平生の主張﹂ (a上7)とはどのようなものだったか'

'異な﹂っていたのか
下l)
四t.﹁退こうと思えば退けるのか﹂(㍑上r‑t)
体的にどうすることか︒またへ このように問い返した私の意図

ヽ

ヽ

'﹁上野から帰った晩﹂は私にとってなぜ﹁安静な夜﹂であっ

'﹁この双方の点﹂ (S3下l) とは何と何か︒

ヽ

は何のことか︒なぜそれはそれほどに﹁尊い﹂のか︒

1.Kの﹁投げ出すことのできないほど尊い過去﹂ (s下3) と

四十三章

果を説明せよ︒
O語句‑たしなめる︑萎縮へ卒然︒

摘し'人物の心理状態と関連づけて'その風景描写の象徴的効

私はなぜ安心したのか'説明せよ〇
三'この草には'1か所印象的な風訳描写があるOその部分を指

四'﹁私は彼の様子を見てようや‑安心しました﹂ 上S)

はどこにあるのか︒
体的にどんな返事をしてやることなのか︒(川下2)

五︑﹁彼に都合のいい近郊を'・‑‑慈雨のどと‑注ぐ﹂とは'具

四十1翠

o語句=所作'胸に一物︑談判へ憤然'慈雨
T.﹁彼の保管している要塞地図﹂ (s‑H‑1)とは何をたとえた
ものか︒
︑.r彼の虚﹂ (?3上7一とはどういう状態のことか︑文章中の

t Kの﹁理想と現実﹂ (川上4) とは︑それぞれ何か︒

表現を利用して説明せよ︒

たのか IK上2)

四'﹁栢神的に向上心のない者はばかだ︒﹂‑この言葉を私はど
せよ︒

は本当は何が言いたかったのか︒一いろいろ想像して貰えよ︒

四'この夜ふけ︑Kは何のために私を呼んだと思われるか︒(K

んな意図から口にしたのか︒文章中から二か所抜き出して説明

5) ‑ 彼の傾向はどういう点で真宗の宗旨に遠かったのか︒

五'﹁彼の偏向は‑・・・生家の宗旨に近いものではなかった﹂)川下
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ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

三t Kの﹁そういう点にかけて﹂の﹁鋭い白*心﹂ (s下4)と
はどういうことか︒
四十四章

‑'^‑i句‑兇mt灼烈.
一'はじめは気にならなかったKの﹁覚悟﹂ということばの意味は︑
私の心の中でどのように変化していったのかQ前節からの経過
を含めて'そのプロセスを説明せよ︒
二'Kについての﹁1般﹂﹁例外﹂とはそれぞれ何のことかQ (2

四へ ﹁私はそうしてもらうはうが都合がいいと答えて﹂(川上1)

(以下略)

‑ 私にとってなぜそのはうが都合がいいのか︒

(注へ ページ数へ行数は学校図書﹁国語Ⅱ﹂の教科書による︒)

︒語句=頓着へ拘泥︒

三へ後EE艶等の創作

小説1つ読み終わった時点でのしめ‑‑りとして'生徒にもう一

度'白山な自分なりの読みを回復する機会を担供する︒と言っては

大げさになるが'まとめの作業の一つとして'例の後日談創作とい

下)
三︑私の﹁最後の決断﹂ (川下1) とは具体的に何のことかO

のパロディなれした生徒たちにとって'比較的取りつきやすい作業

う方法は'意外に意味深いところがあるのではないか︒また'鮫近

普通にまとめの感想を書いて終わりというのに比べて'授業にの

でもあるのではないか︒

と奥さんに開いたのは何のためか︒(私はここで何を確かめよ
下12)

四へ私が話を切り出す前に﹁Kが近ごろ何か言いはしなかったか﹂
うとしているのか︒)

O語句=果断'優柔︑阻境へ煩悶へ快悩'生返事'屈託︒

先走りしがちな生徒が興味を持って取り組んで‑れたり'思いがけ

は1読の感想ですでにかなり深いところまで省いてしまったような

ってこない気ままな生徒が思いがけな‑参加して‑れたりへあるい

一'私と奥さんとの結婚申しこみのやりとりには︑いろいろと昔

ない反応が引き出せるところにこの方法の交しさがある︒また'こ

四十五章
風のところがある︒どんなところが特に昔風に感じられるか'

承知のところへ'私があの子をやるはずがありませんから︒﹂(川

て応用が利‑のではないかというのが実感である︒

の例について触れてみたい︒この方法︑案外いろいろな作品につい

はさておき'あまりポピユラIでな̀い教材についで最近試みた二つ

ここでは'﹁羅生門﹂ ﹁セメント相の中の手紙﹂などの有名な例

業の反省材料としても貴重である︒

ちらが強調した読み方に対する批判が暗に示されることもあり'授

なるべ‑具体的に説明せよO
二へ奥さんの性格についてどう省かれているか︒また︑その性格
がどんな点にあらわれているか︒

上l)と言っているのは'どういう意味かOなぜ奥さんは自信

三︑本人の承諾について奥さんが﹁だいじょうぶです︒本人が不

を持ってこんなことが言いきれるのか︒
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M

﹁ひと夏の読寄﹂の場合
‑ 意外な参加者の発見

るように思われるが'あるいは大人のひとりよがりであったのかも

編である︒高校を中退した無気力な少年ジョージが︑キャタソザラ

あえてこのl編だけを選んで載せた意味は︑これが意外な生徒の作

である︒もとは横古きへいわゆるマソガ字の典型で判読に苦労した︒

ところで'資料Ⅱに載せたのは'﹁ジョージの未来物語﹂の1例

しれない︒

氏なる中年の隣人の手法とやさしさに‑るまれて'ようやく自分を

ス‑の点数が低いのはもちろんへ授業中下を向いてマソガを読むか'

品であったという点に尽きる︒この筆者である彼女は'ペーパーテ

﹁フィクサー﹂などで有名なアメリカの現代作家マラマッドの短

見つめ直して再出発しようとする︒およそそんな内容で︑成長小説

のある生徒とも思っていなかった︒それだけにこれには驚かされた︒

徒であった︒ふだんの作文もあまり出さない︒特に書くことに興味

隣と話をするか'そもそも教科苔を開かせるのに一苦労といった生

の不完全な断片といった感もありへ地味な小品である︒ただ'ぐう
たらなくせにカッコだけはつけたがるジョージの性格が︑現代の高

こういう叙情的な'余親を残すような文革が吉けるとは'1つの発

校生には比較的身近に感じられるのではないかという期待はあった.
1方'ジョージが図i5館で武者ぶるいするような思いで百mの本を

〝どんな夢でしたの?〟

妾に笑いかけた︒〝夢を見ていた″と彼が言った︒

〃寝てしまっていたらしい″とジョージはねむたそうな目をして

秋風が肌に少し冷た‑感じた瞬間へジョージは目を覚ました.

〃ジョージ・・・‑・・・ジョーV.¥,

遠い所で彼を呼ぶ声がする︒

(資料Ⅱ)

はないかと思っている︒

う点で'その限りにおいてへこの課題は成功したと芋萱ロえるので

に押さえているのも心にくいo)それを表現する機会を担供したとい

で﹁レモンアイス﹂という小道具が持っている象徴的な意味を的柾

たが︑筏女のこの作品に対する理解の深さをも示している.(原作

見であった︒同時にこれは'いつ読んだのか気づかないほどであっ

読み始めるという結末の重みが︑生徒たちにどこまで通じるかとい
う不安もあった︒
今年へ家庭科三年生の﹁国語Ⅱ﹂の授業で︑この作品を扱う械会
があった︒その最後に︑﹁これからのジョージの物語﹂ ﹁キャタン
ザラ氏の秘めたる過去の物語﹂という二つの創作課題と'創作の苦
手な者は一般的な読後感でもという三本立ての形で'まとめの課題
を投出してみた︒生徒が取り組んだ課題は'﹁ジョージの物語﹂が
身近に感じられるジョージの未来について多‑の生徒が書いたの

六割︑他の二本が二割ずつという結果であった︒
は当然であろうが'私が授業で強調したキャタソザラ氏の過去の除
形についてはへ十分な興味を喚起することができなかった︒下町に
不似合いなインテリで'太った病気の細君に窓から監視されながら'
家の前の階段で長時間ニューヨークタイムスを読むという彼の日常
は︑過去の経歴について読者の想像力を刺放するに十分なものがあ
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〝子供の頃の夢だ″と遠い日をしてジョージはこたえた︒
〝レモソアイス・‑‑⁚〃

〝え?″彼女は不思議そうに問いかけた.
・子供の頃よく食べたんだ︒久しぶりに食べてみたいな︒もう1
蛇昔にもどりたいよ″ 〟昔にもどれたら最初にレモンアイスをお
食べになるの?″ほほえみながら言う妻にジョージは〟いや図書
館の本を百冊はど読み残しているんだ︒それを読みたいね″
〃え? 図書館?″ 彼女はきこうとしたが︒そのままジョージ
の税政を見ていた︒

(2) ﹁麦藁帽子﹂の場合
‑ 機知に富む発想の魅力
これは三年普通科の﹁現代文﹂で'今年初めて扱った教材である︒
作者堀辰雄その人を思わせる青年の'避暑地で出会う幼なじみの少
女との'1人相撲ともいえるような初恋物語である︒ 訳して明ら
かなことは'終始1質して﹁私﹂の立場から'いわば一両的な視点
に限定して古かれていることである︒初恋の相手のことは'﹁お前﹂
という呼びかけ調で親しげに書かれているかへ彼女が﹁私﹂に対し
てどんな気持ちでいるのかは'ついぞ明らかにされない︒そこで'
まとめの感想などの代わりに︑彼女の立場から'裏返しの﹁麦藁帽

口から見た物語に仕立てている︒これには忠表をつかれた感じで︑

資料Ⅳに城せた例では︑それをさらにひとひねりして'彼女の姉の

実におもしろ‑読めた.原作中では'この節は妹の引貴立て役とい

った形の形の薄い存在で'眼鏡をかけていつも英語の勉強ばかりし

うな女性である︒この節者は'そういう彼女の心の中に﹁私﹂への

(注1)

ている堅物として﹁私﹂からはおよそ異性として見られていないよ

︻
汀
r
‑
)

片思いを想定してこれを書いている︒ヒソトになる表現は原作中に

あるが'それにしても機知に富む着想であった︒

一 ' . ' * ・ " ' . 一 1 ' ⁚ ・ / t ∵ ‑ . ^ ∵ I : 言

川 . J ‑ 一 1 ' 1 ・ t .

ノート四ページにびっしり書きこまれたこの作品の末尾に︑私も
(ォ")

原作の結末は'関東大震災のあとへ避難者の群れの中で思いがけ

なく﹁お前﹂と再会した﹁私﹂が'同じテソトで一夜を過ごした翌

朝︑馬串で出発する﹁お前﹂を見送る場面である︒﹁私﹂は﹁お前﹂

が自分の方を見て‑れているかどうか自信が持てなくて'目をつぶ
ったまま'﹁お前﹂が﹁私﹂の方をふり向いたかどうか﹁だれか教

えて‑れないか﹂という呼びかけで終わっている︒それに対してこ

この筆者は'もともと表現力豊かな生徒ではあるが'単にまとめ

の創作の結末は'鮮やかに残酷な答えを返したことになる︒

の感想とか作品批評とかの形で書かせた場合には︑案外平凡な記述

で終わっていたような気もする︒原文の表現に制約された受動的な

かと思う︒読みが厳密な客観的なものであればあるほどへこういう

読解から'自由な想像力を解き放つ機会'生徒の表現力を発揮させ
如即会を作ることは,小説授業の場合特に必聖なことなのではない

想像力の解放︑自由な自己表現の機会の必要性は大きくなる︒それ

子﹂をむいてみてはどうかとそそのかしてみた︒これはいざ雷‑と
なると,ある程皮長‑なるし'かなりの構想力'文革表現力を必要

私は'﹁恋の相手である彼女の立場から﹂と言ったに過ぎないが'

とするので︑全員に対して課題とするのは遠慮したがへそれでも予
想以上の数の生徒が︑これにとびついてくれた︒
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によってへ小説好きの小説ざらい (自分で小説を読むのは好きだが1

しまって ‑・・.と思いながら碍子はうれしい気持ちをおさえて
msk

あの方いらっしゃるかしら

‑︒まあ私こんなにそわそわして

教室の授業で小説を読むのはきらいだといケ生徒)をいくらかでも
減らすことが可能なのではあるまいか︒また'そこで思いがけない

それなのにあの方は'ここへ邪‑やいなやすぐ海岸へ出られる

のこと私も文子といっしょに行こうかしら︒ ‑ やっぱりそれは

あの方がいらっしゃるとすぐ︑お兄さまたちはあの方をつれ出
してしまって'せっか‑同じ所にいるのにつまらないわ︒いっそ

なんて︑私のことなんか'全然気にもとめない様子で‑‑0

てのやさしい'つつましそうな様子をしていた︒そして1

ようないやなにおいをさせていた︒しかし'いかにも気だ

お前の姉は私と同じ年だった3いつも髪の毛を洗った後の

作品にめぐり会えるのは'小説授業のひそかな焚しみでもある︒
注1

口中'イギリス語を勉強していた︒

いけないわ3私はもう女なんだもの ‑︑でも'行きたい気持ち

はつのるばかりへだって文子はあの方たちが全然相手にしてくれ

(角川﹁現代文﹂35ページ一
往2 ひょ.っとしたら'あの姉がひそかに私のことを思ってでも

ら私たちに遠慮するなんてことありえないのに︑どうしたのかし

でも帰る数日前からあの方の様子がなにかおかしかった.今さ

〝全然本気でなさらないのよ″の言Hは私の心をなぜか軽くした︒

それに文子は龍雄さんをテニスに誘ったとも言っていた︒でも

伽叫邪気に笑って言った.

の祝雄さんからあんなこと想像できてフルなど人の気も知らずに'

よ'龍雄さんたら'みみずなんかこわかって'ね'お姉さま普段

にいって︑文子は'〝私へ罷雄さんの釣り針にみみずをつけたの

そうして'私が誘いを待っている問にもお兄さまたちは釣をL

ん過ぎたのに誰も私を誘ってくれない‑‑...‑

という仕印ででかけようかしら‑・!...‑でももう夏休みもだいぶ

て︑誘われたから行‑のよ'別に好きで行ってるんじゃないのよt

ら? もし誘われたら〝え″ って顔をして爪い腰をゆっ‑りあげ

ないの'なんて言うんですもの︒文子︑私を誘ってくれないかし

なろうとしているのではないかしら.(同右 35ページ)
私は口をつぶりながら︑﹁ああ︑お前が私のほうを振り向

いて'そしてそれをお前が知っていて'お前が自ら犠牲に
往3

いているかどうか︑だれか教えて‑れないかなあ‑‑︒﹂と︑
EIの巾でつぶやいていた︒しかし自分自身でそれを確かめ
ることはなんだか恐ろしそうに'もうとっくにそのほこり
が消えてしまってからも'いつまでも'私は︑そのまま目
をつぶっていた︒(同右 44ページ)
(斑料Ⅳ)
〝お前の姉ルから見た﹁麦藁帽子﹂
プロローグ.
あーあ︑私もう女学校を卒業したからには'もう1人前の女な
んだわ︒でも'お兄さまたちがあの方をここへ招待したとおっし
ゃってたわ︒あの方'私をおぼえてらっしやるかしら.それより
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ら︒でも文子に開いてみると'文子はとまどいの衷情を見せなが

いろ話していたようでした︒そして︑その日の昼ごろへ私たち家

話していらした3それから私たちの方へ来て'地質についていろ

に ¥︒地霞で私たちの家は倒れ'避難している途中であの方に

は︑何もあの方のことなんか思わず'嫁いでい‑はずだったの

のあの方のことで‑‑‑︒私は来年の四月'桜の花が咲‑ころに

みた︒虫後にその印象を述べてまとめセ代えたいQ
どんな小説が今の高校生に向いているのか'1般論としてはとて

種戦の教科書について'眉語工'Ⅱ'現代文の小説教材を通読して

今回の発表に当たって︑全‑の泥縄であるが︑手元にあった十数

ー 小説教材を通観して

お わ リ に

けたもので'原作にはない︒

こか退‑を見ていたC.
(往)蒔子︑文子︑龍雄などの人物名はこの文の筆者が勝手につ

あの方の文子への思いの終わりを見届けるために︒でも︑その勇
気はなかった.文子はまだ疲れきった表情で︑定まらない目でど

私は後ろをふり返ってあの方の様子を見たかった︒私の思いと'

族はここから五十キロばかり離れた判り合いの田舎へ行くことに
なり'借りものの荷馬串に家畜のように乗って出発した︒

ら'〃ううん'なんでもないの︒〃.と逃げてしまった︒まさか文
子とあの方が‑‑と思ったが'そう考えることから私の心もまた
夏休みも終わって'私はあの方へ手紙を書きました︒ただの礼

逃げてしまった︒
状︒あの方が下さった洋書のお礼なのです︒でも私はそれがラブ
・レターであればどんなによいかと'何度も何度も考えました︒
でもそれがラブ・レターであるはずはないのです︒だって私は一
ラブ・レクーを加Hく弱気だってありゃしないわ︒

人前の女ですものへそんなはしたないことはできないわ︒それに
(中略)
エピローグ

会うたのです︒お兄さまたちは〝龍雄

いで'あるいは現実の勤務校の生徒のイメージを思い浮かべて'か

も言えるものではない︒我々が教科告を選ぶ場合︑自分の好ききら

地霞が再び私の心をゆり動かした.もう思っていなかったはず

がらもこれからのことを考えていたが'あの方がY村へ行こうと

の時であれば'私は‑‑・・・と思った︒今さら言ってもどうにもな

そこで私たちはテソトで杭にな.Pた︒この時がもし.あの三年前

も授業で潜ない﹂と思うような作品でも︑他の先生が見事に生徒を

しも授業がうまくいくわけでもない︒一方︑﹁こんな小説ではとて

なり主観的に判断するはかない︒しかも'自分の好きな小説が必ず

″と力弱‑言い合いな

純理に私たちをつれていつた︒

らないことだわ? 〝私はもうお嫁に行‑のよ︒女なのよ︒もうあ

こんだり ‑︒要するに作品自体として'いい教材惑い教材せいう

引きこんで授業されているのを見て﹁ああ︑おれはダメだ﹂とおち

翌朝あの方のお父さまが無市にいらっしゃって︑あQ方止何か

きりめるのよ蒔子″と言い聞かせた?
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は︑ユーモアの不足ということである︒

ことはほとんどない'よい惑いは授業者の腕次第'授某の進め方次

小論は提案というより'諸先生方へのおたずねでもってへ結びとす

生紐をひきつけ︑授業に砧柘的に参加させる術はないものか︒この

二番川州立津田高等学校)

第となってしまう︒ただ'全休的な傾向としてtつ言えそうなこと

∧新刊紹介V

瑚存する王範之の習翰六百数十茄を'時期を迫って排列した

詰i・=

上巻と内容によって分現した下巻とに︑分けて収録︒綿密な諸

K^‑之

るはかない︒

小説教材のメジャIとも言うべき﹁こころ﹂ ﹁山月記﹂をはじめ'
遠藤周作の﹁沈黙﹂あるいは﹁札の辻﹂'武田泰浮の﹁審判﹂等々へ
救い難‑暗い作品は例を挙げるに郊欠かない.それに対して︑ユー
モアの要素のある作品といえば'井伏鱒二︑大牢治︑安岡茸太郎あ
う︒これは日本文学全休の傾向を反映しているといえばそれまでだ

本の絞鍬をもとに丁寧な日本語訳が施されている︒

たりの︑ほのぼのユーモアないし日収的ユーモアがせいぜいであろ
が︑鼓近の生杜の気質から考えてみても'風刺文学'糖に攻撃的ユ

を仮る狐﹂以下二十桐の故事成語の懇切丁寧な教材分析がなさ

森野先生による淡文の教材研究シリーズの第1冊︒﹁虎の威

森野繁夫 著

第1冊 政市成語筋

新教材の発掘に意欲的・冒険的な教科書も見受けられる︒我々と

れている︒1日でわかる構造図や詳しい指導案例などわかりや

漢文の教材研究

1月十日︑白市社刊t T三へ000円)

(A5判︑本文六九八ページへ索引二五ページ'昭和六十二年

ーモア'ブラックユーモアに類する小説教材の発掘が必要なのでは
あるまいか︒たとえば'ほんの思いつきにすぎないが'筒井康隆の
ある和の作品なども考えられていいのではないか︒これについてはへ
そういう方両ですでに独白の教材を開発し'授業しておられる方が
あれば'お教え樹いたいOなお'他に︑現代社会における市民とし
てのモラルを問うtといった祝の社会性に(::む作品も乏しいのでは

しても︑たとえば'教科書の収録作品に対して僻見を持っているよ

ないかと思うが'これについては触れる余裕がない︒

うな生従を相手に'一方では'そういう偏見を打破するすばらしい

すい粍文の授業への参考になろう︒

二'000円)

一A5判︑一八二ページ︑昭和六十二年三月十六円︑棋水社刊

読みを授業で示し'引き出す努力とともにへもうT方では︑そうい
う生徒をも 如文句なしに授業に誘いこむような'吸引力の強い'
要するにへ小説の魅力'親しみ易さ'柴しさを生かして︑もっと

魅力に富む作品の発見にも努力する必要があるのではないか︒
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