‑

(高校3年生の場合)

‑

心に届‑読みを活かした作文の工夫

はじめに
読むことを書‑ことに組み込んで作文させることは︑私の作文

‑

堀 江 マサ子

インタビューを取り入れて自分のものとさせて
から作文させる工夫

‑ ﹁無常ということ (小林秀雄)﹂ の実践から ‑

して納得のいった読みとなることである︒生徒が文章を読んで考

心に届‑読みとは'生徒一人ひとりの読みが生徒の個性と合致

論の内容を実感させないと'生徒はこの評論のアウトサイダーに

は抵抗があると思われる︒その読み方を学ばせると共に︑その評

かし'小林秀雄の評論はその特徴を捉えないと︑まだまだ生徒に

三年生後半になり'かなり評論を読むことにも慣れてきた︒し

(‑)現状と謙信設定

えへ なるほどそう思う︑あるいはそうは思わないと︑自分独自の

なるおそれもあるO そうならないための工夫の1つでもある︒

く読みの実践の後の作文について報告する︒

教育の根幹である︒ここではへ その読むことを一工夫して心に届

として'読みの段階で︑インタビューを取り入れて自分のものと

考えを確立していくには'何か工夫が必要なのではないか︒方法
させたり'登場人物の心中詞を考えさせたり︑漫画を活用してイ

教師が中心になって評論を読解していくよりも'グループ学習

(2)仮説と授業構想

させる工夫をした︒昨年度の三年生の実践例の中から︑現代文と

を活用し︑インタビューを取り入れて自分のものとさせてから作

メージ化を図ったりして︑生徒の心に届‑読みをさせてから作文
古典1例ずつ︑﹁無常ということ (小林秀雄)﹂と﹁源氏物語﹂ の

文させる授業方法の方が良いのではないか'という仮説を立てた︒

授業構想の概略を︑次に掲げる︒

実践例を紹介する︒

①﹁無常ということ﹂の予習プリント配付
②授業プリント配付
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③グループ学習を活用し︑インタビュー形式を取り入れて本文
を自分のものとさせる︒
例として配付している︒)

④作文(三年前に行った時の﹁無常ということ﹂の生徒作文を
⑤作文の発表

* ﹁そんな経験﹂ の内容理解をする︒

* ﹁そう﹂ のさす内容理解をする︒

* ﹁そういう﹂ のさす内容理解をする︒

* ﹁小林秀雄﹂の文体の特色を理解する︒

* ﹁小林秀雄﹂ に﹁1Hun芳談抄﹂の本文を﹁いい文章だ﹂と思っ

*﹁なま女房﹂にE間聞旧品田する︒インタビューの形式は四

この授業の詳細の1部を'次に掲げる︒

たわけを同回田するo

人を1グループにし︑問とその回答を班で考えてカードに容いて

(3)授業の実際
八第一段) の授業の実際の流れの概略を'次に掲げる︒

筈

提出させた︒次がその例である︒

の

﹁1言芳談抄﹂を句読点で区切って︑一人の読みに続いて全体

そ

親を亡‑してはや半年︒心休まる日は一

もう︑他に何も頼るものがありません︒

のかね︒わけを言いたま

日としてありません︒移りゆ‑世の中で

は'何も望みはございません︒せめて'

え︒わけを︒

どうしてこんな所に来た

インタビューの間

が読む︒
﹁なま女房﹂ の祈りのことばにr jをつける︒

﹁その心﹂を﹁人にしひ問はれ﹂た時﹁なま女房﹂が言ったこ

とばに ﹁﹂をつける︒
ど Lと﹁﹂ の部分のみ全体で読む︒声をそろえて読ませる︒

﹁=一口芳談抄﹂ の (比叡の以下の) ﹁登場人物﹂﹁なま女房﹂

﹁人﹂をそれぞれイメージさせ'﹁いつ﹂﹁どこで﹂ の確認をさ

い下さいませ︒

す︒

のはかなさをしみじみと感じたので

②ご主人がお亡‑なりになられて︑人生

かったからです︒

①どうしてもこの神社でお祈りをした

死してからは安らかになれるよう︑お救

②何かあったのですか

いたのですか︒

﹁なま女房﹂に同山する︒
①なぜ盛女のまねをして

せる︒
八次のことは必ず考慮に入れる︒)
①﹁なま女房﹂はなぜ﹁いつはりてかんなぎのまね﹂をしたのか︒
②﹁なま女房﹂はなぜ﹁夜うち深けへ人しつまりて後﹂にした
のか︒

﹁なま女房﹂ の﹁心﹂を考えたうえで︑ 生徒各自の祈りのこと
*y‑iJ巨﹂
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*
*
*
*
*

のですか︒

③何を熱心に祈っていた

か︒

④なぜ夜中に来たのです

⑤つづみなど打って'人
が聞きつけ益女でない
ことがばれたらヤバイ
と思わないのですか︒

う無常観で︑来世では'人がもっと幸

③人の生死は自分では決められないとい
せに生きられる世の中であってもらい
たいということを祈っていたのです︒
聞き届けてもらえないと思いへ こんな

④昼間は参拝客が多‑て︑私の祈りなど
静かな夜中に私の祈りだけを聞いても
らいに来ました︒
⑤とにかく必死だったので'そこまで気
が回りませんでした︒

なお・‑‑・でグループごとに区切っている︒

* ﹁ていとうていとう﹂や﹁なうなう﹂ の聞いた感じがよい︒

*若いのに無常を理解している︒
*女房が一途だから︒

●*無常
*静かな雰囲気
たこと︒

●なま女房が若いにもかかわらずへ無常ということを分かってい

●なま女房が無常ということを理解していて︑言葉に不思議さが
あるから︒

●自分も同じような心境にあって共感したため'心に残った︒

●*後世のことに重点をおいている考え方がすごいと思った︒

*女のけなげさが心にしみた︒

を打っていた矛盾がおもしろい︒

*わざわざ夜来たのに︑﹁ていとうていとう﹂ と大きなつづみ

の形式は前例と同じである︒その例を︑次に掲げる︒

*﹁小林秀雄﹂に'何でも同山しょう︒インタビュー

*﹁小林秀雄﹂に﹁=百芳談抄﹂の本文を﹁いい文章だと思った﹂

わけを同山する︒
候ふ︒なう後世を助けたまへ﹂というところにとても感動しま

● ﹁生死無常の有り様を思ふに︑この世のことはとてもか‑ても
した︒中世の女性は'いつでも命の保障ができない時代で︑生
死が無常ということをしっかりわきまえていたということがよ
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●若いのに無常ということを理解しているから︑いいと思った︒
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常なるものを見失った現

危機意識を持つべきであるO

死後のことを考えている姿勢︒

中世の人は常に危機感を持っているためへ

どせるのか︒

代人はどうすれぽとりも

なま女房のどういう姿勢
いえるのか︒

無常です︒

が無常が分かっていると

食事をするということは
無常ですか︒

感動したり美しいと感じられれば常なる

常なるものです︒

ライブに行‑とかへ撃星
ものです︒

K3S

映画で感動したときは無

を見るとかは無常なのか︑

このように生徒一人ひとりの内面に﹁無常ということ﹂を根付

かせて作文させた︒作文は文体や内容の違いこそあれ︑本文が自

分のものとなっているものばかりであった︒

A

まず︑﹁小林秀雄﹂の感性を捉えて書いた例を︑次に掲げる︒

どんなことでも常なるものになる︒

その人にとって満ち足りた時間であれば

人は満ち足りない生死の無常を満ち足りた時間で埋めあわせてき

うものである︒それによって生み出された文化というものの中で'

一線を引‑ようなものを手に入れた︒それは鋭‑豊かな感性とい

人が動物から長い年月を経て変化を遂げたときへ人は動物とは

常であるはずのもの

m

なぜ常なるものになるの

無常‑‑毎日の授業内容が違うから︒

常なるものなのか︒

学校の授業は?

え生きている証拠︑それはそうした文化から生み出された文字や

人が過去に生きへ そして死んでいった今もなお後世に影響を与

たのだろう︒

無常は生滅・流転‑永遠に変わらないも

追跡が残っていなかったらなかっただろう︒

(シャレ?)

常なるもの‑‑毎日あるものだから︒

するか?

常なるものはどこに存在

のはないということなので'死んでいる
状態は常なるものなので無常の中に存在
ias

この記憶の永遠性によってわたしたちは歴史の世界に溶けこみ'

えることによってその記憶は永遠なるものへの可能性が生まれる︒

にある記憶というものも永遠ではない︒ところが人から人へと伝

この世は無常で人の生死は惨いものであるoしたがって人の中
無常です︒かぜは1年中ひいているもの
ではないからです︒

かぜをひいていることは
無常ですか︒
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生きることができるのだ︒
しかしながらそういう満ち足りた幸福な時間に日常性はない︒
むしろ︑いつも満ち足りないからこそ'いつも時間を求めること
が人としての日常であった︒
歴史の中の人々は'人としてのありのままの姿をメッセージと
して現代人に送り続けている︒1秒前の未来は︑1秒後には現在

2

古典講読﹁源氏物語﹂における作文の工夫

﹁浮舟﹂ の巻の実践から ‑

‑ ﹁桐壷﹂﹁若紫﹂﹁薄雲﹂﹁若菜上﹂﹁相木﹂﹁御法﹂

ここでは'工夫のみを紹介する︒
︻工夫‑ 音読用プリント︼
かの院よりも'

三日がほどへ
主の院方よりも

になり︑二秒後にはすっかり過去になってしまう︒だからわたし
いけない︒そんなときこそへ ありのままの姿を求めるかつての日

いかめし‑めづらしきみやびを尽‑したまふ︒

たちはつい急ぎ足になってしまうが︑時間に急ぐ機械になっては

対の上も
げに︑かかるにつけて︑

⁝最招川

あるまじけれど

事にふれて︑ただにも思されぬ世のありさまなり.

常を日常とし'常なるものを常であるはずのものとするべきなの
(以下へ 生徒の作文省略)

だ︒わたしたちは感性というものをもっているからである︒

(4) 実践を通して分かったこと

へるに'

はなやかに生ひ先遠‑あなづりに‑きけはひにて移ろひたま

生徒にとって難しいと思われる評論もグループ学習を活かし'
インタビューを取り入れると生徒各自のものとなって‑る︒三年

なまはしたな‑思さるれど︑

前の三年生に同じ教材で作文させたものよりも︑質の高い文章と
なっている︒また︑分量的に長‑なっていた︒

御渡りのほども'もろ心にはかなさこともし出でたまひて︑

つれなくのみもてなして︑

とさせると'評論が生徒各自のものとなって‑る︒それが︑作文

グループ学習を活用し'インタビューを取り入れて自分のもの
力に繋がるのである︒

∵

いとらうたげなる御ありさまを'

いとどあり難しと思ひきこえたまふ︒
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イメージ化を図ったプリント︼

︻工夫2 登場人物の心中詞を考えさせたりへ浸画を活用して

匂宮は中抜き文字︑茄は口で囲んである︒1部を'次に掲げる︒

を自分なりのものとし︑イメージを繋げさせるプリントである︒

きゆめみし十三巻・講談社刊﹂を活用して'会話︑心中詞の部分
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②殿には本当に申し訳ない︒

③長い間来れな‑て悪かったなあ︒

につらくなるわ︒

②どうして裏切ってしまったんだろう

も美し‑愛しいなぁ︒

優し‑されるとよけい

③こんな淋しい思いをさせていたなんて‑‑しかし泣いている姿

②ごめんなさいね︒好きなのだけどね︒

③かわいらし‑なったなあ︒かわいい︒かわいい︒

んでいるのに︒

②茄はぜんぜん私の気持ちを分かっていないO こんなにも思い悩

③浮舟は会わないうちに奇罪になったなぁ︒心配しな‑てもこれ
からはずっと1緒にいるよ︒

②ああ
ん♪

②私は罪深い女だわ︒

③ふふふふ

③私は幸せ者だ︒

生徒が容いた心中詞の例を︑②と③の1部のみ︑次に掲げる︒
心中詞②と③について
ことがこわいのかしら? (現代語訳 あたしってヤな女‑‑)

きでいられたのに︒

②匂宮に出会わなければ良かったoそうすればずっと煎だけを好

②アノ事がこの人にバレたら‑‑つて何であたしこの人にバレる

イコ1‑)

③何やら物憂げな表情もあなうつ‑し (現代語訳 浮舟ってばサ
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③やっぱりこの人は素敵なんだ︒早‑一緒に暮らしたい︒

この箇所は'ほとんど会話と心中詞からなる︒それを視覚的に

しいことへ 物語展開の担い手たちが受領階級の女になっているこ

ントを作り授業をした︒宇治の世界が都の世界とは異なって騒が

分かるように'会話と心中詞で改行し'その主体を明示したプリ

素に︑そのことまで知っている自分が向き合おうとするなんて'

②茄の想いが︑自分をもっと罪深‑させてしまうO何も知らない

を聞いて入水する浮舟や'茄が正妻に浮舟のことを語るとき﹁さ

とを確認した︒(この授業も宇治十帖に対する私の思い 八位の音

れどそれは︑数にだにはべるまじ﹂というところなど)もいれて

一番罪なことだ︒
分のせいで'この人もさみしくさせてしまった︒罪深いことよ︒

(前略)

えば'げにと思ひて'うなづきてゐたる︑いとらうたげなり︒﹂

ぼすめる人はt かうはあらじよ︒見知りたまひたりや﹄とのたま

舟を女房として扱おうとしていること︑その後の﹁﹃いみじくお

れをたてまつりたらば︑いみじきものにしたまひてむかし﹂と浮

せ﹂が使役であること︑二人の愛の確認の後の匂宮の﹁姫宮にこ

業を行った︒特に﹁女も脱ぎすべさせたまひてしかばへ﹂ の﹁さ

分︑新潮古典集成(wS¥jLn‑Wg¥j<*サ) をプリントして授

つけてもへ ただ御しるべをなむ思ひ出できこゆる︒宮の上の︑か

園﹁後は知らねどへただ今はか‑思し離れぬさまにのたまふに

など言ふ︒

はべりける︒﹂

おぼろけならじ︑と聞こえおきはべりにし︑浮きたることにやは

ペかめる殿の御ありさまにて'か‑尋ねきこえさせたまひしも'

うれし‑もはべるペかなるかな︒世に知らず重々し‑おはします

べけれどへ かかる御住まひは︑心もとな‑のみ見たてまつるをへ

りつるを︑うち捨てて渡らせたまひなば︑いと心細‑なむはべる

えたてまつりきこえさせむも何かは︑とつつまし‑て過ぐLはべ

同凶﹁ゆゆしき身とのみ思うたまへしみにしかばへ

こまやかに見

︻工夫3 内容が視覚的に分かるようにしたプリント︼

1時間扱い) プリントの一部を次に掲げるO

③長い間会わないうちにこんなにも女らしくなっていたんだ︒自

るのだろうか‑‑0

②私はどうしたらいいのか‑‑︒この人と今まで通りにつきあえ
③浮舟はいい女になって'いっそう好きになった︒

と浮舟を魅了してい‑箇所は'説明を加えた︒この︑雪の中の宇

この﹁1六 あやふき契り﹂ の後︑﹁宇治川下り (浮舟)﹂ の部

治川下りへ隠れ家でのことの授業内容は'迫力があり︑リアリティ

らはべりしかば︑中空にところせき御身なり︑と思ひ嘆きはべりて︒﹂

たじけな‑あはれに思したりLも'つつましきことなどのおのづか
と言ふ︒

のあるものであった︒生徒は﹁どきどきして‑る﹂と言っていた︒
次に︑教科告所収部分﹁1七 宇治の川音(浮舟)﹂を行った︒

(時間の都合上この実践は一時間)
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尼君うち笑ひて'
いと騒がしきまで色におはしますなれば'心ば

せあらむ若き人へ さぷらひに‑げになむ︒おはかたは︑いとめで

同風﹁この宮のへ
たき御ありさまなれど︑さる筋のことにて'上のなめしと思さむ
なむわりなき'と大輔がむすめの語りはべりし︒﹂
と言ふにもう
岡凶rさりや'まして︑﹂

﹁そうですわ︒やはり匂宮様とでは世間体が悪すぎますもの︒﹂

﹁あら︑けれど浮舟様は匂宮様の方がお好みのようですわよ︒私
も︑語の君は少し・・・‑︒﹂

﹁あの方は女心をあまり理解していらっしゃらないようですもの

﹁けれども匂宮様は有名な女好きではありませんか︒それでは浮

ね︒まじめで誠実といえば聞こえはいいですけど︒﹂

の方がいらっしゃいますLへ そもそもあの方がお好きだったのは

﹁あらへ そんなことおっしゃっても︑茄の君もしっかりとした北

舟様がおかわいそうです︒﹂

同園﹁あなうむ‑つけやo帝の御むすめをもちたてまつりたまへ

浮舟様の姉君でしょう︒なんだかんだ言ったところで匂宮様と何

と君は聞き臥したまへり︒
る人なれど'よそよそにて︑あし‑もよ‑もあらむは︑いかがは

がちがうのかしら︒﹂
﹁それはそうですね︒﹂

せむ'とおはけな‑思ひなしはべる︒よからぬことを引き出でた
まへらましかばへすべて︑身には悲し‑いみじと思ひきこゆとも'

︿指導者のコメント)会話 (女房の) によって物語が展開されている点が

そして今日も宇治の一日は終る︒浮舟の苦悩は続くばかりである︒

﹁三年間の国語生活をふりかえって﹂の作文例の中から'指導者の

では︑どのように生徒の心に届いたかをへ古典講読の最後の時間

おもしろいです︒

また見たてまつらざらまし︒﹂
(後略)

など︑言ひかはすことどもに︑いとど心肝もつぶれぬ︒

実践して︑提出された作文の中で'会話によって作文が展開さ
れている例を︑次に掲げる︒

三年間の国語生活をふりかえって

工夫について書かれたものを︑次に部分のみ箇条書きとして掲げる︒

●でも︑私を単なる﹁国語が好き﹂から卒業させてもらったのは

G

いつの世も︑女性というものはうわさ好きである︒ここ数ヶ月︑

浮舟の女房たち

を学びました︒﹁考える﹂というより︑﹁自分の意見を出す﹂と

市立の国語の授業でした︒私はこの三年間で'﹁考える国語﹂

●よ‑考えてみると'これまでの国語人生の中で︑こんなにも小

した方がいいかもしれません︒

宇治の若い女房たちのうわさのネタといえば1つしかないO いわ
ては女房たちはそこらかしこで好き勝手な議論にふける︒

‑︑﹁茄の君と匂宮では︑どちらがいい男か﹂︒今日も暇を見つけ
﹁浮舟様のお相手でしたら︑やはり薫の君でございましょう︒﹂
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論文(作文) を書いたのも初めてでした︒今思えば︑文を書い

教育の基本である︒ここではへ その読むことを一工夫して心に屈

読むことを苔‑ことに組み込んで作文させることは︑私の作文

おわりに(結果の考察)

す︒なぜなら'文を容いている時は心があらわれているような

ていた時の時間というのは'とても貴重なものだったと思いま
気がして'なんとなく居心地の良さを感じたからです︒(中略)

‑読みの実践の後の作文について報告した︒

で問うからこそ︑答えること﹂ができたのである︒人間生きてい

ものとさせたことは︑加藤宏文先生のおことばを借りれば﹁自分

方法として'読みの段階で'インタビューを取り入れて自分の

具体化された解説や本文をわかりやす‑手直しされたプリント
●﹁源氏物語﹂を学び始めてからはもっと文学に興味を持ちまし

く途上で他者に聴くことはもちろん'自分自身に問うことがどん

は授業をうける上でとても役立ちました︒

た︒今まで私は'問題を解‑ことばかりを考えて︑ただ書かれ

と考えられるO登場人物の心中詞を考えさせたりへ浸画を活用し

なに多いことか︒このインタビューは︑またへグループ内で作り

てイメージ化を図ったりしたのは︑生徒の心に届‑読みをさせる

ていることを読むという感じだったと思います︒でも﹁源氏物

●でも'最近になってやっと源氏物語をぐっと近‑に感じるよう

ためのものである︒なおへ ﹁無常ということ﹂﹁源氏物語﹂ の実践

あげたものである︒生徒たちはグループ内でコミュニケーション

になりました︒(中略) みんなの作文からは'自分の表現の下

語﹂を学んで'﹁源氏物語﹂を雷いた紫式部を知りへ そして当

手さを痛感するとともに'みんながどのように源氏物語を解釈

過程の中で'インタビューさせたり'心中詞を書かせたりする作

が取れているので'質問・内容ともに個人を超えるものとなった

し'どんなふうに感じているのかがよ‑分かり︑良い刺激にな

間にはプリントにして生徒に配付した︒前半の読みの緊張感を後

業は︑授業の後半に持ってきたO後半で書かせて回収し'次の時

んなり自分の心に入ってきました︒

(波線は指導者が施したO)

時の文化や考え方や風習などを同時に知ったりして'本文がす

りましたo

また'グループ学習をさせると時間的にグループ差が出て‑る︒

半で解放させて︑自由な発想が出て‑るように配慮したのである︒

これらの作文例には'作文を苔‑ことによりへ ﹁考える国語﹂
となったこと'作文の意義へ書‑ことがカタルシスになったことへ

た作文になっていた︒

(浜松市立高校)

文章を生徒各自の心に内在化させた方が︑質・量ともに充実し

その差を考慮に入れて︑この作業を授業後半に持ってきた︒

書いていくうちに'書‑ことが嫌いではな‑なったこと雷‑こと
の持続の効能へ ﹁源氏物語﹂ の古典講読の良さ︑クラスメートの
作文によって自分の世界が広がったことが書かれている︒それぞ
れどの作文からもう ﹁源氏物語講読﹂ の教育的意図は︑生徒に伝
わったと考えられる︒
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