﹁夏の葬列﹂ の授業を適して考えたこと
‑﹁異化﹂と﹁対話﹂をキーワードに‑

②読みの深化の起爆剤としての﹁異化﹂

ることのできる授業をする必要があった︒

仁

I

キーワードを考えた︒私にとって﹁異化﹂という概念は'

成

一授業を構想するにあたって

大江健三郎がロシア・フォルマリストの仕事を紹介した文

松

①国語に対する苦手意識の払拭
私の勤務する中高一貫校を卒業した者は'希望すれば

章(岩波新書r新しい文学のためにAなど)や'足立悦男

近

大きな蓋然性で愛知工業大学に推薦入学をすることができ

先生の詩教育論を通して目にはいるようになった︒ここで

研究のテーマ・実践に当たっての問題意識

る︒それゆえ中学校のうちからすでに愛工大附属中学校は

という

﹁理系の学校﹂というイメージを生徒や世間はもっている︒

つの定立を示してお‑︒﹁(異化体験とは)習慣化Lt自動

は'田近拘一氏(早稲田大学) の著苔から引用して'ひと

①で述べたような授業をするために﹁異化﹂

いことによるのか'国語に対して苦手意識を持っている生

このことと多少は影響があるのか'または女子生徒が少な

化された日常のとらわれから脱Lへ知識や思考の習慣性を

ていたものや'一読して分かったつもりになっている文章

徒が少な‑ない︒今年度当初の赴任以来︑私は'このよう

に別の側面や今まで自分が見落としていた﹁意味﹂が発見

るI読者論から読書行為論へL明治図書)︒今まで見慣れ

﹁わかった﹂﹁自分の読みが深‑なった﹂﹁日から鱗が落ちた﹂

できたときへそれが異化の成立であると私は考える︒自分

うち破る'切実な体験である﹂ (田近拘一F読み手を育て

と感じるような'いわば自分の成長が自分で感じられるよ

の初期の読みを﹁異化﹂ できたとき︑生徒は授業によって

な生徒たちの国語に対する苦手意識を払拭したいと考えて

うな授業でなければならないと考えていた︒学力の進歩と

﹁わかった﹂という実感をもつことができると思われた︒

いた︒そしてそのような授業は'授業を終えて生徒たちが'

たのである︒このような'生徒たちが自分で手応えを感じ

読みの深化が実感できる授業が求められていると考えてい
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③﹁異化﹂を碇かなものにするための﹁対話﹂

のか混乱して'何が書いてあるのかわからない生徒もいる
と考えられる︒

どの歯ごたえをもっている︒戦時中の話なのか戦後の話な

みの﹁倒壊・瓦解﹂(﹁文学作品によって主体が撃たれ'既

またへ作品の最初と最後での主人公の心理の変化もきわ

﹁異化﹂ つまり自分の読みの深ま‑の自覚は'自分の読
存の自己の価値観・世界観が壊れへ新たな自己が立ち上が

(r文字を学ぶ 文字で学ぶ]東洋館出版社)と述べておら

めてはっきりしている︒浜本純逸先生は'﹁文字作品の基

れる︒この考えに従うならへ ﹁夏の葬列﹂は'﹁彼﹂という

本構造は'主人公(A)が'何か(Ⅹ)に出会うことをと

が必要ではないか︒﹁対話﹂という'他者(本文または他

主人公が﹁葬列﹂と出会い'それまで目をそらして逃げよ

る可能性がひらかれること﹂田中実﹁文字の力×教材の力

生徒)との出会いによって自分の﹁読み﹂を越えさせるこ

うとしていた過去の罪を引き受ける決心をするという'文

理論編﹄教育出版)によって起こる︒今までの自分の読み

とができると思われる︒授業の実際に即していうならばへ

学教材に望まれるプロットをはつき‑ともっている'典型

を倒壊・瓦解させていったん否定Lへその上に新たな読み

集団思考が個人思考を乗り越えへ そのときに自己の浅‑単

的な文学作品であるといえる︒しかもへ主人公のその﹁変

ていてへその過程を描いたのが文字作品だと考えている︒﹂

調な﹁読み﹂が深‑豊かなものになっていく︒自己の﹁読

おして大き‑変容・変貌してい‑(N)というふうになっ

み﹂が﹁対話﹂により弁証法的に止揚される︒そういう授

を築かせるときには'自分以外の読みを知るために﹁対話﹂

業を行うことができればt rわかった﹂という手応えを生

一読でわかりづらいため'授業を通して﹁わからなかった

容・変貌﹂は明確であるにもかかわらずへ中二の生徒には

﹁夏の葬列﹂ の最大のヤマ場は︑主人公がかつての罪を

三 単元化について

ものであると考えられる︒

ことがわかった﹂という手応えを感じさせることのできる

徒に感じさせる授業になると思われる︒
二 作品について
前項で述べた問題意識に照らしてこの作品を見てみる
ある授業﹂を求めるのに適しているように思われる︒この

み取りは授業においては価値目標の第一になると思われ

引き受ける決意をするところにある︒そしてこの部分の読

とへ この作品は特に①で述べた﹁わかったという手応えの

いる時間・時代も入り組んで錯綜している︒それゆえ︑中

る︒そこでこの﹁罪を引き受けるということしを主題に単

作品は︑構成がきわめて微密に計算されており'語られて
二の生徒が一読して﹁わかった﹂と感じることが難しいほ
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は諦めることにした︒

作品は見つけだせなかった︒そしてへ単元学習とすること

指導目標について(そのこ

元学習を構想してみた︒い‑つかの作品をへ この作品と重

四

ねて取り扱って'﹁罪を引き受けること﹂ について考えさ
せたいと思った︒重ね合わせる作品の候補としては︑﹁ア

になった︒﹁夏の葬列﹂と﹁少年の日の思い出﹂はともに

前項のように考え'単元学習とすることは断念したがへ

イス・キャンデー売り﹂rふたつの悲しみ﹂ (ともに光村図

﹁自分の心の闇﹂を扱っているといえる︒そこでへ﹁自己の

番の教科書所収)がまず思い浮かんだ︒戦争という極限状

しこれでは戦争が前面に出過ぎて'主な価値目標である﹁引

心の問を見つめることで自己を異化Lt今までの自己を乗

にこの作品の価値目標についてもう少し深‑考える契機

が霞んでしまうと思われる︒そこでへ生徒た

堅冗学習とすることについてこのように考えたことは'私

き受ける﹂

況では日常とまった‑異なった行為が起こることを読むこ

ちが一年時に学習した﹁少年の日の思い出﹂(H・ヘッセ)

か︒生徒たちに'痛みを感じながら︑罪を背負いながら生

り越えて一回り生徒を成長させることができるのではない

とで︑日常を﹁異化﹂ できないかと考えたのである︒しか

と重ねることを考えた.﹁少年の日の思い出﹂も﹁夏の葬列﹂

きる姿勢を身につけさせられないか︒﹂と考えた︒よ‑言

と同じようにかつて犯した罪に関する話だからである︒丹
念な読み取りは一年時に終わっているので'今回の実践と

らなければ文学教育とは言い難い︒﹁夏の葬列﹂ の学習を

てもそれによって学習者の価値観や世界観へ生き方が変わ

通して'生徒たちに自分の心の問を見つめてそれに耐えて

われるように︑文学教育において'ある文学的文章が読め

いては﹁友人﹂は友だちのチョウを盗みそれをつぶしてし

生きる生き方を教えることができるのではないか︒﹁自分

虫ねたいところだけを取り出して扱えば'時間的にも楽に

まったという過去を苦々し‑語っているだけである︒もち

の心の間を見つめるし ことは︑生徒たちの成長の一助にな

なるというメリットもある︒しかしながら'この作品にお

いるのだからへ ﹁友人﹂ の心の中ではかつての﹁罪﹂はあ

疑問が残っている︒﹁読みの異化﹂と﹁自己の異化﹂との

りはしまいか︒このように考えたが'ここでまだひとつへ

ろんへ誰にも言いた‑ない少年の日の汚点を他者に語って
る程度整理され'それから逃げずに生きてはいるのだろう

を背負ったものであるからへ﹁自己の異化﹂は﹁読みの異化﹂

関連である︒﹁読み﹂とはおのずから'自己の生活や経験

がへ そのようなことが作品に書かれてはいない以上へr過
去の過ちを受け入れて生きている﹂という読解指導は無理

によってもたらされ'今までの自分の読みを異化すること

であろう︒このようにあれこれと嬰冗化について考えたが'
﹁夏の葬列﹂と重ね合わせ︑単元的に扱うのにふさわしい
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したとは考えに‑い︒この'﹁読みの異化﹂と﹁自己の異化﹂

の読みを異化したからと言ってその生徒が自己までも異化

では理解できるが現場の感覚として'ひとりの生徒が自分

は新たな自分を作り出すことであると言うことは文字の上

い含蓄があるようにも思われる︒曲解かもしれないが'私

(自己の残余)と言っておられるところに'山元先生の深

読み落としたことがら=(自分の読みの残余)と言わずに

方がわかりやすい表現のように思われる︒しかし'自分が

先はど述べた﹁自分の心の闇﹂と似た用語に'山元隆春

た自分の心の間の部分に気づ‑ことは'ひとつの自己発見

の部分﹂とも言い換えられる︒その自分でも気づかなかっ

では見えていなかった部分﹂と考えたい︒それは﹁心の間

は'(自己の残余)を'﹁自分の心の中にありながらへ自分

先生の(自己の残余)というものがある︒﹁(自己の残余)の

であり'自己との新たな出会いであると考えられる︒そし

についてはへ今後も考えていきたい︒

(r文字の力×教材の力 中学校編2年﹄教育出版)の中で'

発見から世界とのつながりへ‑教材としてのr夏の葬列]﹂
山元先生は'﹁(山川方夫の)(どんでん返し)によってイ

て覆い隠された位相があることに思い至るのだOそれは1

してみると︑そこには(どんでん返し)のインパクトによっ

を﹁自己を読む﹂ことに置いた老師芦田恵之助先生のお考

したことによって生じたものだが'﹁読み﹂ の究極の目標

として'﹁自分の心の問を照らす﹂という単元学習を構想

ぅに悪意的な解釈は'前述したようなt r夏の葬列﹂を核

山元先生の(自己の残余)という術語についてのこのよ

てそれは自己を異化することをもたらすに違いない︒

面からの解釈を拒む位相でもある︒(読みの出来事)のうち'

ンパクトを受けた読者も'もう一度そのテクストを読み返

あるとも言える︒このように'中心から外れた領域へすな

意識の中心から外れていたことがらを意識していく営みで

えと不思議に響き合うところがある︒このことについてはへ
後述したい︒

わち(自己の残余)の発見こそが'他者や世界とつながる
の論文の冒頭で(読みの出来事)とは'﹁テクストをたどり'

ための蝶番となるのである︒﹂と述べられている︒またこ

己の残余)とは'自分ひとりの読みでは読み落としていた

義されている︒これだけを読むと私には'山元先生の(自

諭しが隆盛をきわめ'﹁読みの多様性﹂が叫ばれている︒

が日本で紹介されて以来へわが国の国語教育界でも﹁読者

れはどのような方向に向かうべきであろうか︒W・イ‑ザI

生徒が自分の初期の読みを異化Lへ読みを深めるとき'そ

五 指導目標について(その )

テクストの一部という意味のように思われるが︑それなら

しかしその一方で'学校内部や上級学校への進学において

何かにつき動かされながら読みを進めてい‑﹂ことだと定

(自己の残余)というよりも(自分の読みの残余)と言った
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は'依然として唯一無二の﹁正解﹂を求める学力試験が大

H

指導のあらまし

ていない︒)

(A組 十四時間'B組十三時間 その間に期末試験
があったが'試験および答案用紙返却の時間は数え

きな力を持っているのも事実である︒﹁読みの多様性﹂を
尊重するのかそれを﹁読みのアナーキズム﹂として批判す

教材 (学習材)﹁夏の葬列﹂(山川方夫 教育出版r伝え
合う言葉2L所収)

対象 愛知工業大学附属中学校 二年A組三十六名(うち
女子六名) B組三十五名(うち女子六名)

るのかについてはへ それを止揚しようという田中実氏(那
留文科大学) の業績などがあるが'いまだに現場教師の抱
える悩みをすっきりと解決して‑れるには至っていないよ
うに思われる︒
このたびの実践においては'一昨年(二〇〇二年)十二
月二十九日に二七会(昭和二十七年度広島大学国語教室入

本文の読み取‑を'﹁彼﹂ の心情を中心に︑問答法により

回凶(A組十'B組八時間)

学生を母体にして'野地潤家先生を指導講師として毎月行
われる'国語教育と淑石研究の会)十二月例会の席上での

本文に即して逐語的に行った︒しかし'型どおりであった︒

﹁深‑読んでい‑と︑そこにおのずと読み手の個性が表れる﹂
という村井万里子先生のお言葉を指針とすることにした︒

ていた︒﹂二〇四ページ十l行め)の﹁夏﹂とは'﹁助

(例‑)﹁自分には夏以外の季節がなかったような気がし

けに来て‑れた少女を'わざわざ銃撃の下に突き飛

このお考えには'前述の芦田翁の看披した読みの本質と通
めていく中で︑その生徒の経験や個性がその﹁読み﹂ の中

一つの夏の季節﹂ のことで︑それは'﹁彼﹂がどの季

ばしたあの夏へ殺人を犯した'戦時中の'あのただ

底するところがあると考えられる︒生徒が自分の読みを深
に表れへ各自の揺るぎない読みに到達させることを'指導

(一〇九ページ十行め)とは'﹁彼﹂がふたりの死の

(例2)﹁彼の足取りを︑ひど‑碓実なものにしていた︒﹂

節も罪の意識を背負いへ良心の珂責を感じながら生

の目標とした︒教師の読みや他生徒の読みに触発されなが

もっともへ中学生に'山川方夫研究者が書いているよう

きてきたということです︒

な作品論を越える﹁読み﹂を求めることはできない︒しか

したということです︒

責任から逃げずにそれを背負って生きてい‑決心を

らもへかけがえのない自分だけの読みを確立させることを'

し'指導の方向としては'単1の読みに収赦させないこと

指導の方向性とした︒

を心がけることとした︒
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間授業があったが'期末試験対策として'教科書準拠の既

ここまで八時間で期末試験となった︒試験前にA組は二時

ていることを考えて'生徒にやらせた︒後刻'生徒がフォ

が'生徒は﹁技術・家庭﹂などの授業でパソコンに慣れ

製品のワークシートをやらせた︒B組はこれを解答と1緒

ルダに保存した後日談を私がコンピューターを使って編
集Lへ選別した上で三枚のプリントとした︒

トを読んで'手びきプリント(﹁いろいろな人の後日談

第十二時 他生徒の書いた後日談をまとめた三枚のプリン

圏凶(A組二へB組五時間)

を読んで﹂)を使いへ意見や感想を書‑︒ここでへ他生

に配布したのみとなった︒

なかった︒ここではB組について述べる︒また'1時間は

午後の授業がカットされたのでt A組は二時間しか授業が

ぴき﹂にあるように後日談を書かせることにした︒この

さな戦術)とストラテジー(全体的な戦略) の意でtT'二

を書かせた Hc*Sooと書いたが'これはタクティック(小

第一次の読み取りにおいては'随時ワークシートに文章

ワークシートについて

時間は'後日談を書かせるために'教科書の﹁学習のて

Ⅲ

用紙に書かせる(一時間)ところで一学期終了となった︒

A組は'後日談の書き出しを考えさせ (一時間)'原稿

しまいのプリント﹂)を使って苔‑0

第十三時 授業を終えての感想を︑手びきプリント(﹁お

徒との﹁対話﹂を狙った︒A組の生徒の作品も三点入れ
ておいた︒

四十分の短縮授業となっている︒
第九時 ワークシート(三ページあとに掲載) のslをに
らんで'本文全文の範読︒
第十時 ワークシートのslを書かせる︒予想していたと
おりへ ﹁罪を背負って生きていった﹂といった判で押し
たような記述‑らいしか出ない︒これはある程度予想し
ていたことであった︒そこでへ生徒が主体的にこの作品

びき﹂に加えて手びきプリント(rr夏の葬列]まとめプ

と向き合う方途を考えたが'結局へ教科書の﹁学習のて

リント﹂)を使って後日談の書き出しを考えさせた︒後

て小さな部分のまとめとして文章を書かせた︒Tの設問は'

時間ごとにT(タクティック)について短い文章を書かせ

しかしへ このワークシートは'授業を始める以前に作って

部分ごとの読みの積み重ねを意図して作ったものである︒

日談の全文を書‑のは宿題とした︒
後日談をワープロで入力させた︒原稿用紙に書かせた

おいたもので'授業を進めるうちにtTlの②のようにまっ

第十一時 コンピュータールームにて︑宿題としておいた
ものから選んで教師がワープロで清書することも考えた
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た‑使えないものも見つかった︒

かったと言わざるを得ない︒

本実践への考察‑なぜ実践は失敗したのか

Ⅴ

第二次においてはへ このワークシートのS(ストラテ
ジ⊥を使って﹁異化﹂と﹁対話﹂を行うつもりであったが'

①﹁異化﹂についての指導者の誤解

文学全 国語教育論故﹂所収の足立先生のご論考や'足立

送っでいただいた﹁島根大学教育学部紀要﹂﹁島根大学国

今回の実践をまとめるにあたりへ以前足立悦男先生から

現実にはまった‑使えなかった︒生徒が読みを深めへ自分
めへ教科書の﹁学習の手引き﹂にあるように後日談を書か

の読みを作るためにはへ このワークシートを使うことを諦
せることにした︒結果として教科雷の通りのまとめになっ

先生が﹁月刊国語教育研究﹂ (日本国語教育学会) に掲載

私はt I一②で述べたように'﹁今まで見慣れていたもの

私は﹁異化﹂という術語を誤解していたように思われる︒

された一九九三(平成五)年のご論文などを読んでみると'

てしまった︒
業を進めると'生徒がおのおの自分なりに読みを深めてい

当初の計画では'ワークシートを効果的に使いながら授
きおのずと﹁異化﹂と﹁対話﹂ができると考えていたが'

や︑一読して分かったつもりになっている文章に別の側面

や今まで自分が見落としていたr意味jが発見できたときへ

それは机上の空論であった︒

かそうとしていたが'それは﹁異化﹂を正し‑とらえてい

それが異化の成立である﹂とへ この術語を考えへ実践に生

なかったのではないかと'今では考えている︒私のこのよ

生徒の反応‑﹁異化﹂と﹁対話しはなされたか

第1次で'丁寧に本文を読み取っていったので'第1託

うな﹁異化﹂の考え方は'単なる﹁読み深め﹂・﹁読みの深

Ⅳ

に比べると生徒の読みは深化したように思われる︒しかし

化﹂ぁるいは自己の初期の読みの﹁相対化﹂・﹁対象化﹂で

あって'日常的なものを非日常の見方に誘う作用である﹁異

そのことをもってへ ﹁異化﹂が行われたとは言えないと考
他生徒の後日談を読み合うことで﹁対話﹂を試みたが'

いてきちんとした勉強の必要を感じている︒さらにこの概

化﹂とは違うのではなかったか︒もう一度'﹁異化﹂につ

える︒このことについてはへ後述する︒

ていなかったせいか'自分の﹁読み﹂と他生徒の﹁読み﹂

課題である︒

念を'文字教育でどのように生かすのかは'今後の自らの

後日談そのものが'書き手の独自の﹁読み﹂の世界を背負っ

このように考えると'﹁異化﹂と﹁対話﹂をキーワード

を比べるような'対話は行われなかった︒
にした今回の実践は'初期の目標を達成することができな
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②生徒に自分の読みを確立させていなければ﹁対話﹂はで
きない
生徒たちが書いた後日談を互いに読ませ'他生徒の後日
談について文章を書かせることで'他生徒との読みの交流
=﹁対話﹂を狙ったが'他生徒の後日談についての単なる

交流し心のひびき合う国語教室にするには'第1次でこの

ように﹁読み﹂を単1のものにするのは'明らかに間違い
であった︒

践の大きな欠点である︒その理由としては'生徒たちがそ

の後日談を読むことで﹁対話﹂ができなかったのは'本実

のできばえがよ‑なかったのはしかたがないとしてもへ そ

‑﹂ ことの指導がほとんどできていなかったため'後日談

浅慮を指摘していただいた︒国語教室でさまざまな﹁読み﹂

﹁閉じたテクスト﹂と述べたが'ご参会の先生方からは'

でないテクストがあると考え︑それぞれ﹁開いたテクスト﹂

‑読み手の主体的で創造的な想像力を誘うテクストとそう

としてのテクストにはt W・イ‑ザIのいう﹁空所﹂が多

昨年(二〇〇三年) の学会においては︑教材(学習材)

③多様な﹁読み﹂を誘うテクストについて

れぞれの自分の﹁読み﹂を確立していなかったことにある

感想が書かれたに過ぎなかった︒本実践に至るまでに﹁書

ように思われる︒自分の'経験や世界観に裏付けられて確

の原因も指導者の勉強不足によるものが多‑'このような

本報告は︑いわば失敗に終わった実践の報告でありへそ

おわりに

が響き合う教材(学習材)については今後考えていきたい
課題である︒

固とした﹁読み﹂が生徒1人ひとりにできあがっていなけ
れば'それをもとに他生徒の﹁読み﹂と交流することはで
ないものにしてからそのあとで﹁対話﹂をするというよう

きないであろう︒もちろんへまず自分の﹁読み﹂を揺るぎ
な二段階の方法が正しいとは思えないが'他者とは違う考

月例会で'野地潤家先生からお示しいただいた'﹁授業探

場でご報告するのは適切であるとは思えない︒しかしなが

求者としての生き方﹂を今後も貫いてい‑ために'自分の

えなり感想なりを持たせてからでな‑ては﹁対話﹂はでき
特に本実践においては'第1次でl斉授業により画l的

足元を固めるべ‑'あえて発表に踏み切った︒お読み下さっ

ら'一昨年(二〇〇二年)九月二十九日(日) の二七会九

な﹁読み﹂を生徒に ﹁押しっけ﹂た︒生徒が自分の経験や

た先生方の'忌博のないご指導をお願いいたします︒

ないように思われる︒

人生観を背負った'生徒独自のかけがえのない﹁読み﹂を

(愛知工業大学附属中学校)

引き出すのではな工数師のひとつの読みに導き収赦させ
ていってしまった︒﹁対話﹂によりさまざまな﹁読み﹂が
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我が心のあの 人夏) r王の弗列 学習シー
2年(
)粗(
)香(

︺

一

TO①この作品をはじめて統んで思ったことや感じたこと︑考えたことなどを書こう︒

一

︹

TO②よく分からなかったことを書こう︒

第1段落(九七ペ1行め〜九九.(1行め)
Tl①T彼Jが葬列を見て'どう思ったか'そう軍見るあなたの根拠を本文中に求めて
述べなさい・cr‑﹂という青葉からt r彼)は I と思ったと自分は思う︒)

Tl②あなたが前問にそのように軍見た理由を書きなさい︒

第二段落(九九ペ3行め〜一〇四べ6行め)
T2r彼Jはどうしてヒロ子さんを突き飛ばしたか︑またその行為についてあなたはど
う思うか︑書きなさい︒

夢二段落(1〇四ベ8行め〜t〇五ペ2行め)
T3r自分には夏以外の季節がなかったような気がしていた﹂(10甲へ11行め)と
いう表現から・﹁彼﹂が今までどのように生きてきたことが分かるか︑述べなさい︒

第五段落二〇八ペ3行め11〇九ペ10行め)
T4t〇九ペ6行め〜8行わを書き写しなさい︒

HE
sl r彼)はこのあとどう生きたかと思うか'またそれについて自分はどう思うかを述
べなさい︒

S2他の人の意見を聞いて考えたことを書きなさい︒

S3r夏の葬列﹂を統み終えて︑自分のこれからの生き方について思うところを書きな
さい︒

IMCISSlまとめプリント

(後日放を書く)

本文のようにしてこの町を去ったr放しがこのあとどのように生きたかを考えて書いてみましょ
3Kx2玩S同意問i3K%﹂3H噛7S3月n^g‑co唱括OaSEQS網maai唱rm︒
努五段搭なかでも先攻のl文をきちんと統み取って考えることが大事です̀書き出しの例を︑教

いません̀これ以外の書き出しで書くときには︑教科書の書き出しの例にもプリントに書いてt

科書以外でも書いておきますのf・J︑8L事にしてください̀もちろんこれ以外の書き出しでもかま

層Eq

mil Hlfc:サI;reiwg‑ォ^児由屈E̲=四BHilsH頚nsi召使TPII*サJl*MォIQiT明K2
同see*四Ill MIEIM甥項asa甥四BEwmaサrtg月括LXJx2EJid3
ならきっとこう思うだろう︑こう感じるだろう.こうするだろうと考えて︑書いてください︒こ
うでないといけないというr正解jはありません︒自由に︑しかし︑本文に事かれていた鞍の心を
考えながら︑書いてください̀ますは状況殴定から始めましょうt

Ll箪1況
・お互いの両親へのあいさつや式9渦びから半年かかって︑明EZ1はいよいよ彼の結持式である︒
今までの生活に別れを告げて'ういういしい花嫁とともに彼は新しい人生を歩き始めるのだ︒し

蝣^js‑jscaiB初iサ?盟ヨHS悶f&自沈F^cnW侵FF.ellg'ffriBBr‑M腰rI:悶DEgM'^

かし︑

以外には新婚旅行のカップルはいなかった︒海からの且を感じながら︑彼は︑六っ書に広がるさ
うきびa***.1'
・中学生になる鞍の息子は︑いまテレビゲームに事中だ̀とりわけ銃で敗と戦うものに熱中し
由屈EIB3品SEjコ誠OSES眉EBB盟K3*l呈63*3王q叱甘peh瓦iMJ^rajgi沼
≡as皿r.qサj;a?*4;‑ra‑yKa盟J

・自分の子どももかわいいのだが'孫ともなると︑日に入れても痛くないほどかわいいもので
'・cgォ*!屈韻IFEI層MMォfefl口P﹂*a打思tUK‑ems旧聞bRBB!t!サMg.!IHMi!BtR

が映し出されていた.

BH価nsE岩̲ち昌を坦HHJZH国司胆湖山iZq且um‑;i i^c i‑rj‑MKijig;こ.Ta^isjは

・ライバル会社の営業部長が自殺をしたという突然の知らせに︑故は耳を疑った︒このところ
也の会社は'そのライバル会社のお得意さんと巨頓の契約を結びも社はその功片で'会杜から表
彰もされていた'そのお祝いも兼ねた忘年会で︑突然の死を知らされた彼は︑

55&
rxの葬列﹂の感想を書き皇しよう︒授業を通して思ったことも考えたことでも'授業とは別に感
Haas田だJMUIHIilはM^HW.Jg‑^こ班]リrans瀧坦謂芯5S号S‑1MratgCTSraS
ままに書いてください'

・‑Uォt".r

(瀧坦FBコ

I
東京に締ってきた次の日もあの事を知ってしまった次の月︑今日も朝から昨日に
目迂E3ォi問H3主BLxa用い箪qEguPBg:ti'FnJT*fc
会杜では上司に昭から晩まで便われ︑夜理くまで残崇をし.安へ頼るのはもう夜
また毎日のように同じ愚事に睡眠を邪よされるEZI々が放いていたe
SSHs旧EX22S2HQ世ほな昭BEH悶判届書はSSE担EJォ<I3J
越は訂EH*S︒Biasヨr.‑w*gjjニFs3EH5E臼tt相月PK
22︒M?gnw5fft3i?Fra
SBS軍記宗和白EEIS畢Eras呈reia垂ES2﹂UL9ノ[5H蛸B
ていた︒
:2ia呂EJEB罰謂由巳Saa㌫HM^‑gTIZ腰は甘木Ⅸ門眉Eass
項にはほぼ完全にあの事は消えてしまっているかのように患えた︒
そんなある日 鞍はql行にいった̀その日は休み的ということもあって多くの
ごった返していた̀そこへ彼がはいってきた︒それと同時に二人抱の丸いマスク
がはいって彼らに銃を向けた̀店且や客はおどおどと軸ぎ出した'それに困った
ramsmnHをuirggraGS㌫謂屈別m.wサnj拐L‑**JiB眉
E5月W‑KTOH迂sej<rvSm
jm
i6
in
it
*!
>i
‑サ
‑i
w!
*﹂
*t
k!
Em
完a
層t
だ'
Et
S3
由
その光東は故を助けにきてくれたヒロ子さんの姿にあまりにも似ていた︒
そS浩をpEH2ia担Elumuttimgms屈as問gサ臼Ella玩K
SOS川い箪BEHpX由rnEQbtlUaKJJsyatEM昭悶tmt‑
EAL喜5サ由澗HM3Ej退EJEESSTSslaSEZS班E3Z5
澗BfFW詔rn以ヨKaaサgォi㍗EymnEj迂RUSH∃呂に川田EH
した人のように・・・

唾
いま也には︑明日だ椎するという花腔がいる︒名的は百合子だ̀百合子さんは'
といとこを亡くしたらしい̀ほかに身寄りがなかった百合子さんは'自分の叔母
mas由ほ盟El由w5Ka*Tnea号easi謂HLWIIKll払[3H
書してしまった︒そう'いとこというのはTヒロ子さんjだ︒百合子さんはヒロ
うに患っていたという'百合子さんは︑百合子さんのいとことその母f・Jある
!MSg貰BjMWfcmm眉EHSJErsiFS︒
悶taォ7ォst"<謂IM!Ha自叩EBEK慢ES由由smjm:*.*'
=xs‑tsu‑vgMayjugaiiaH皿廻諒か盟即ta<M‑サajt
HE明E32HI向cisa明■
血ro
︑w
湖詔
a.
T'‑Z・サ蝣蝣ォ!由gEI四m
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皿GH5KH3旧主r‑tst‑fi明[i^KFJ哩澗^HDU

昨日書いてもらった後日談の中から何人かの人の文事を統んで︑その人の文事につ
いて自分の考えを書いてみましょう︒この後日枝はr彼﹂のことがよく考えられている
とか︑r披jがこんな事をするのはおかしいと思うとか︑やはりT彼﹂がこんなことを
するのは考えられないなどということを.理由といっしょに書きましよう︒その後日

)

)暮(

湖EIJ<f'Bォ牀?E迫LE﹁邑BE3日taaa盟眉風ff<ォォH由ma謂EE悶SEX田

遵んだ後日放の記号(

2年蝪i(

岩UMLtl班屈P*i皿he抱PS

おしまいのプリント

im3mはEJZ呈ijprraaaMFfl肪班魯屈はEG主lg^ォB33i均BZ2I蔓5

さまでした︒r王の挿列﹂は︑六月一六日(月)第5田から授業を始めましたので︑期末

いろいろな人の後日放を仇んで

(生徒作品例)

①讃んだ按日放の把号 (F)
Fの文事は'とてもおもしろいと思いました'なぜなら︑外四で群を犯した限定になっ

ているからです'
おかしいと思ったことは'なぜアメリカでも槻人をしたかということです'とてもいい
文書だと思いました.

でも明日帖婚す

Fjqん.LJ杜C﹂ (OJ
r彼﹂が自殺するのはおかしいと思う'だって授業でr二人の死の大任を引き受け.生
涯述けすに生きていくt情をした﹂とやったのに︑ヒロ子さんのいとこつだからって死ん

だちだめだと思う'IVは︑ここで死ぬのは温けだと思うt

③qんだ後日快 (G)
百合子さんとヒロ子さんたちの関係がよくできていて.いいと思ったt

に対する生徒の文事例

・気持ちがでててわかりやすくてよかったと思う.

るというのに'沖をJfいながら生きていくみたいなことを軌科書の最後の方には書いてあ
ったのに・いきなり自殺するというのは'ちょっとどうかと思った'だけど'r彼) の心

rおしまいのプリント﹂

たら'生きていたいから同じようなことをするかもしれないLt r彼jは大人になった今へ
ちゃんとヒロ子さんたちを殺してしまった罪を意捜して︑罪を補い拭けて生きていくのな

①初めは枚のことをわざわざ銃事の下に突き飛ばしたひどい人だと思っていたけど︑くわ
しくやっているうち̲こ'戦争だからしようがないのかなと思った'きっと私がその場にい

ら'ヒロ子さんもそれでいいんじゃないかなと思った'

デECx!旧明[3=1K臨血和明i‑gfllUIEJ]月Es^ZUXSiESAmLij旧腰部朋WWi‑BV![;‑
いてもらうことにしましたO lヶ月に及ぶ﹁夏の辞列Jの授業を終えて思うことを響い

luce刊)をnん'*蝣!とォーーォ主と現在がこちゃごち#蝣uなっていてt畦が全r

子さんを突き飛ばして死なせたことによって'ヒロ子さんの母も死に追いつめたというこ

③熊は最初﹁王の葬列﹂を続んでt r班しいなjくらいしか感じなかったけど'授業を受
けているうちに・この本の奥深さなどもだんだん分かっていった'例えばt T彼)がヒロ

た過去と現なの区別ができてきたので︑その時やっとrNのホ列﹂の物桁がわかりました.
放棄で何度の書いている漢字とかも党えて.テスト勉強がちょっとらくでした'

わからなかったです'そllは'母指の意味もわからなかったからですt
でもE̲亡開いて;た・>‑'蝣蝣 サSCォtfとかLJん.LJんわかって*J<'C'ごちゃごちゃだっ

&蝣靭u

てください︒はじめて自分で沈んだときと比べてみっちり授業を受けた今のこの作品
への感想は変わったか変わらなかったかなどを書いてください.もし一ケ月前と今と
でこの作品への感想が変わらなかったら'私の授業はまったく意味のなかったものに
なってしまいますね︒その時には'二学期への反省としたいと思います'
そのほか︑T学期間の授業を終えての感想などありましたら︑お書き下さい︒

︽このあとの枠については省略︾

となどです̀

