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文学作品 は好 きで読 む ものだ,異 なる境遇 ･体験 ･年齢 な どによって, その作品 に対 す る受
け止 め方が違 う,文学作品 は指導す るような もので はない,各 自が味わい,感受す るものだ,と
い うような意見が しば しば述べ られ る｡ しか し,一人 で は読 み取れない,味わ えない箇所,部
分がない とはいえない｡ そ こで, その作品固有 の独特 な魅力,膨 らみ を,的確 に, また違 う角
度か ら分析 し,解釈で きる と,作品 に対 す る私たちの理解 はそれ まで よ り確か に広 く,深 くなっ
てい く｡感動が大 き く,新 たになる｡
文学作品の読 みを正 しく指導すれば, その作 品の魅力 を一層感 じさせ ることがで きる｡文学
作品の指導 はその世界 をよ り深 く理解 させ るためなのだ｡
中国では今 まで文学作品の読 み を指導す る際,作者 の創作動機,作品の時代背景,社会的な
評価, あるいは作品の主題 をよ く取 り上 げている｡ 日本 の文学作品 を読 む場合 も同様 な指導方
法で行 っている｡
しか し,中国文学 と日本文学 とは異 なる特質 を持 っている｡ 中国の文学作品 は,思想表示の
一 つの手段 として世 間 の激動 を意識 的 に取 り上 げ,大 きなスケール,面 白い筋 な どによって,
人々 にある社会的な意味,道徳的 な思考 を訴 え,人々の心 を震増 させ る｡ それにひ きか え, 日
本の文学作品 は,人間の内面 の機微 を深 くとらえ,繊細 な表現 によって,人々 に一種 の しみ じ
み とした静かな感動 を与 える｡
文学 をよ り深 く理解す るには,作品の思想性,社会性 を直接的 に問題 にす るので はな く, そ
の作品の独特 な表現 を味わい,個々の作品の豊かな世界 を正確 に読 み取 るように配慮 しなけれ
ばな らない と思 う｡指導 は表現効果,作品の構造 を分析,理解 す ることに重点 を置 くべ きだ｡
一つの作品 は一つの統一 された美の世界 である｡ その世界 を支 えているいろいろな要素 を追
究す る必要がある｡ しか し, もっ とも重要なのは, その作品の一番基礎 になっている表現 の憲
一
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咲,文脈 と文脈の間の必然的なつなが り, また作品の構造などについての追究である｡ こうし
た作業が作品の理解 には欠かせない と思 う｡読みの指導過程 も当然 この ことを反映 しなければ
ならない｡
そのために,私 としては, ここで作品固有の世界 を作品その ものを通 して理解 し,味わ うと
いう読みの立場か ら, まず指導の意義 と方針 を明 らかにしたい｡作品の読みに対する指導過程
を考 える際,北海道大学の教育方法学研究室で検討 されてきた指導過程の構成方法 ‑

表現･

構造課題方式 (
仮称)を再検討 した うえで,表現課題方式 としてまとめていきたい｡

1 指 導 の意 義
文学は意思表 白の手段 として,ある種の道徳や文明批評 も包含 しているが,文学の目的はあ
る道徳基準 を説明するものではない｡片上伸 によれば,
文芸 を提出するのは,一つは真の善 き文芸 を活用することに依 って,人間生活 を全体
とレて感 じ,味わはしめることを意味 1)
する, というのである｡
文学 は人生の赤裸々な真実 を抽象概念 を用いてではな く,新鮮な感覚で とらえうる具体的な
出来事 として表現する｡題材 にして も,骨組みにして も,表現の方法 にして も,その作品固有
な統一 した世界 を持 っているO
作品の読みを指導する際,作品の様々な表現方法に注 目し,それ らを正確 に分析 した上で理
解することは大事だ｡片上伸の述べているように,
文芸 は人間の本性 を深 く広 く養ひ来たる根本的な,包全的な,かゆい ところに手の届
く力 として,抜群の教育力 を有 している｡教育 は先ず この根本の事実 を認めて,真 に力
ある文芸 を活用すべ きである㌔)
また桑原武夫の語 るように,
われわれの心 をより人間的にすることによって,今 日のわれわれの生活 をより充実せ
しめるとともに,
､明 日のよりよき生活 をつ くり出す始動力 となる構想力 をつちかうもの
としての文学 を,選び与 え,その正 しい豊かな読み方を指導するということである喜
)
作品の言葉や文脈 によって もた らされている創造的な世界,独特なニュアンスについて,棉
密に吟味 し, より正確 にとらえる必要がある｡私たちの限 られた人生 において体験できないよ
うなこと, また普段思い も付かず見過 ごしがちなことに,文学作品の素晴 らしい表現 を楽 しむ
と同時に,気がついた り,体験 した りすることがで きる｡何気な く経験 した ことに対 しても,初
めて大 きな意味 を持 っていることに気付いた り,大 きくかつ美 しい感動 を覚 えた りすることが
できる｡
いわば人間についての理解,認識 を深めることができる｡ これ こそ人々が文学作品を読む目
的で,私たちの指導の目的で もあろう｡
注

1
)片上伸 ｢
文芸教育の提唱｣
,『文芸教育論』(玉川大学出版部,1973年),12ページ｡
2
)片上伸 ｢
教育力としての文芸｣
,同上,5
9ページ｡
3
)桑原武夫 『
文学入門』(
岩波書店｡1
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2 指 導 の 方 針
作 品を理解す るために,読 み手 は積極的 に識別機能 を強 くはた らかせな くてはな らない｡読
む とい うと, ともすれ ば,受 け身の ように考 えが ちだ｡これ は正 し くない｡読 む とい うことは,
表現 を辿 って, そ こにある意味 を汲 むだ けで はない｡ む しろ,創造的 な活動であることに注意
すべ きだ｡
吉 田精一 は小説 の読 み方 について,サマセ ッ ト･モームの ｢
小説 はあ くまで も楽 しんで読 む
のが ほん とうで ある｡ ある小説 を読 んで楽 し く思 えないな らば, その作品 は, その読者 に関す
るか ぎ り,何 の価値 も持 てない｣ とい う言葉 を引用 しなが ら,次の ように語 った｡
楽 しんで読 むためには,われわれ はその作品の中に身 をゆだねなけれ ばな らない｡わ
れわれが,小説 に熱 中 して読 み入 る とき,何 もか も忘れて,われわれの前 に出没す る人
物 たちの中に立 ち交 じって,生 きているような気持 ちになることが ある｡ その間 はわれ
われの個性 を失 っている と言 って もよい｡ こうい う状態が ｢
楽 しんで読 む｣ ことなので
あると
)

,

楽 しんで読 む｣とい うことを文学作 品 を教 える授業 の 目標 の一 つに
私 は学習者が積極的 に ｢
したい｡ この ことは,作品か ら教訓 を得 よう (
得 させ よう) とす る読 みを否定す る上で重要 と
思 うか らである｡
作品 には一つの主題 があるのか もしれない｡ また主張や理想が込 め られているのか もしれな
い｡しか しそれ らはいずれ も読 み手 自 らの想像力や感性 な どを通 して,評価 され るべ きである｡
主題 は何 なのか とい う突 っ込 み方 をせず, まず その作品な りの独特 の表現や構造 を楽 しんで読
む ことによって,喜 びを味わい, それぞれ感 じた ものを深 めてい く｡
教 える側 としては学習者 に面 白 く学 ばせ なければな らない｡表現,構造,手法 な どに注 目し
て,表現 の特色 な どを分析 し, そ こか ら重要 な点 を発見す る｡
日本 における国語教育 においての文学作品の指導方法 について,様 々な先行研究が されて き
た｡ しか し,関 口安義の語 るように,
指導の方法 は,教材がちが えば当然変わ り,決 して一律 に行 くものではないのである｡
安易 な方法論 に寄 りかか ることな く, 自らの教材研究 に賭 けるのだ｡国語 の授業 は, ま
さし く教材研究 に始 まり,教材研究で終わ るのである｡ (
中略)先人 の開拓 した指導技術
や教育諸 団体 の研究成果 に学ぶ必要が ある｡ しか し, それ らをあ りがたが って押 し頂 く
のでな く,批判 的 に摂取 し, 自分 な りの方法 に生かすのだ｡活気 あふれ る国語教室の創
造 は,一 に現場教師の確 とした課題意識 の下 に行われ る,方法的模索 いかんにかか って
いるのである喜
)
文学作品 を指導す る とき,私 は,主題 を読 み取 ることを目標 とし,言葉調べ,背景調べな ど
に力 を入れ るよ り,作 品固有 の世界 にひた り,十分 に楽 しむ ことを,授業,学習 の最大 の 目標
とす る｡このため,作品の表現 について,なにが大事で,どんな意味が込 め られているのか,哩
解 を深 めてい く授業,学習 を実現 したい｡
万能 の方法 は どこに もない｡一つ一 つの作品 に対 して,読 み手が違 えば, それぞれ違 う読 み
方 を持 つの も自然だ｡同 じ作品,同 じ表現 に対 して も,読 み手 の年齢,性別,階層,経験 な ど
によって,理解 の度合 い も感 じ方 も自ずか ら異 なって くる｡た とえ何度読 んで もはっき り解釈
で きない ところが残 るの も避 けられない事実である｡教材 の研究 を意識的 に重ね ることしかな
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い｡ その研究の積 み重ねによって,万能ではないが,指導方法の論理的な一般性が発見で きる
と思 う｡
授業で取 り上 げるべ き作品は,完成度の高い,優れた ものを選 ばなければな らない. 自主的
に選 んだいい作品を用いて,徹底的に分析 し,指導案 を作成す る｡教室で実践 し, その記録 に
もとづいて改善する｡ こうした研究や実践 を重ねて, より納得ので きる指導案 を工夫 し,いい
授業 を実現する｡理論的な一般性 は, こうした努力 の過程か ら生 まれ る｡
｢
楽 しんで読 む｣ことや,学習者の能動性 を重視す ることは,作品 を分析 し,作品の特徴,仕
組みを理解 して,作品の世界 に深 く入 ることをも意味す る｡そのために,作品の中の表現 に頼 っ
て,作品を正 しく理解 しなければな らないのだ｡
文学作品 を芸術 として成 り立たせている要素 を取 り出す とい う方法 を確立す る必要がある｡
た とえば小説の構造 は主 に登場人物,語 り手,視点,表現の特色 な どか ら成 り立 っている｡ そ
の作品を理解するとき,そのような点 についての表現 に注 目して分析すべ きだ｡表現 を追究す
る際,単語 レベルにとどま り,一語一語の意味 を確認 してい くのではな く,表現の特徴 を重視
し,分析 を通 して,理解すべ きだ と考 える｡
私 は,文学作品を分析す ることを大 きな目的 とす る｡気 になる表現

,｢唆味

｣ 3)

な表現 に注 目

し,その背後 にあるイメージ的な要素,膨 らみを他の言葉 と比べなが ら,意味 を見極 める｡
大江健三郎 は次のように語 っている｡
文学表現の言葉 は,人間がその言葉 を用いて きた歴史,現 に用いている意味のひろが
りによって も,適時的,共時的 に,構造づ けられている｡ひ とつの言葉,請,一行 の文
章が,その背景の歴史 に積 みかさなる表現 と共鳴 しあい,あるいはそれを囲む同時代の
表現への不協和音 を発す ることによって,その文学表現の言葉 は単純でない奥行 きを持

74
.
)
重要な表現の分析 によって,個々の場面の意味 をよ り正確 につか まえる｡ さらに,全体 とし
ての中心部分 に着 目して,分析 を進 める｡作品の表現 をこのように分析することによって,そ
の作品の特質 を見出 し,豊かな作品世界 を理解す る｡
中国人学習者 に日本文学作品の読みを指導す る際, この方法 を通 して,文学作品の基本的な
表現手法や正確な言葉の使 い方な どを,マスター させ るだけではない｡ その作品の独特な味わ
い,情緒的,内在的な含意 を理解 させ,新鮮 な感動 を引 き起 こさせ ることを目的 とす る｡ 日本
文化及びその文化 に育 った人々の生 き方,生活習慣,心のひだや発想 な どに触れてい くことが
目的なのだ｡
表現 を理解す ることが文学作品を読 む ことだ｡文学作品を読 む ことが,異文化 の壁 を意識 し,
その壁 を超 えようとする意欲 を育 てることになる｡

注

1
)吉田精一 ｢
小説の鑑賞｣
,福田清人編 『
ひとりで学べる現代国語』 (
清水書院,1
9
7
5年),1
3
4ページ｡

2
)関口安義 『
文学教育の課題 と創造』 (
教育出版 ,1
9
8
0年),4
1
‑4
2ページ｡
3
)イギ リスの W.エンプソンは,1
9
3
0年,
『
唆味の七つの塑』という著書で,文学作品の｢あらゆる読みの可

,

暖昧｣な表現 を取 り上げた｡氏 は多義性 も含蓄性 も比倫 も全部 ｢
唆味｣表現の
能性｣を引き出すために ｢

,

唆味｣表現 こそ,文学世界の意味の核心だ と指摘 した｡
形式に収め ｢

4
)大江健三郎 『
小説の方法』 (
岩波書店,1
9
7
8年),1
6ページ0
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3 表現課題方式
鈴木秀一 は,
｢
文学教育のカ リキュラムを構成するためには｣,｢
個々の作品の実験的授業 を｣

1)

積み重ねる研究が必要だ, と指摘 している｡氏の所属 していた北海道大学の教育方法学研究室
では,表現の特性 の解明 を基礎 に,作品の構造 に迫 る, いわゆる表現 ･
構造課題方式 (
仮称)と
いう指導過程の作成 と検証が行われていた｡

｢

この指導過程論 は,1
9
8
1年里見摂子の卒業論文 『川 とノ リオ』の指導過程｣で芽生 え,8
2年
染谷恭子の卒業論文 ｢
安岡幸太郎 『
愛玩』の指導過程 について｣で,表現 ･構造課題方式 (
仮
称) と命名 された｡
続 いて 83年 に林多賀子の卒業論文 ｢
文学作品の指導についての実証的研究 ‑

『
オツベル と

象』 を素材 に｣で,指導過程論の構想が詳 しく提案 された｡

1
9
8
3年 に,鈴木秀一 はこの指導過程論 について,次の ように述べている｡
これ らの実験授業 は,既存 の文学指導過程 の批判 に立 って,｢
表現 ･
構造課題方式｣(
須
田勝彦氏の着想 になるもので,命名 も同氏の もの) といった指導過程 を構築 して行われ
たのである｡
(
中略)
個々の作品の指導過程の実験的吟味の中か ら, カ リキュラム構成のさいにとり入
れ るべ き課題の領域のあ り場所や,文学方法のちが う作品の先後関係の考 え方な どにお

)
ぼろげなが ら重要な示唆が得 られて くる喜

｢

以後 この研究がほぼ 1
0年間途絶 えてか ら,1
9
9
2年同研究室の三田村治の卒業論文 『
羅生門』
の指導過程｣で, その理論 は大 きく前進 した｡
私が この指導過程論 に注 目したいのは,表現 を手掛か りに,文学作品 を客観的に読む とい う
方法 と立場である｡ しか し ｢
表現 ･構造｣ を異なる段階の課題 として扱 うことには賛同で きな
い｡文学作品を読む ことは表現 を読 む ことだ｡表現 を通 して,作品の固有世界,作品全体の構
造 を理解す る｡言い換 えれば,作品構造の読 み もそ こに書かれている表現 によって しか得 られ
ない｡指導過程で二つの段階に分 けて作品 を読 む として も,作品の表現 を ｢
表現 ･構造｣ と二
つの課題 に分 けて読むのではない｡作品に対する理解 を深化 させてい く方式 と考 えるべ きだ｡
したがって,私 としては表現 ･構造課題方式 (
仮称)の今 までの成果 を学び とり,引 き続 き
その研究方法 を検討 して,表現課題方式 と名付 けて, まとめたい｡｢
表現 ･
構造｣ と区別 して考
えるのではない｡ あ くまで も表現 その ものを深 く理解す ることに重点 を置 きたいか らだ｡具体
的な作品に即 して,作品分析 と授業案作成 を行 うことによって,｢
文学 を受 けとめる｣ための｢
頼
りになる理論 を｣ 3) (
大江健三郎)見つけていきたい と考 える｡

ここでは, まず表現 ･構造課

題方式 (
仮称)の理論的根拠,及び達成 された研究の成果 を,林 と三田村 の論文か ら見てお き
たい｡

注

｣
,『現代教育科学』No.315(明治図書,1983年 2月),123

1
)鈴木秀一｢
文学教育のカリキュラム構成のために
ペ ー ジ｡

2)鈴木秀一,同上,1
2
3
‑1
2
4ページ｡
3)大江健三郎 『
新しい文学のために』(
岩波新書,1988年)
, 5ページ｡
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3
.1 表現 ･構造課題方式 (
仮称)
(
1
) 林多賀子の到達点
林 は,文学作品の読み方指導 として,主に児言研 (
児童言語研究会) と教科研 (
教育科学研
究会 ･国語部会)の立場 を取 り上 げて批判 を加 えている｡
文学作品を読みの客観的対象 とは認 めず,主体 (
主観)性 を重視するという児言研の立場 に
対 して,教科研 は文学作品を一つの客観的な対象 として認め,文学作品を教 える立場 を取 って
いる｡
林 は教科研のそうした読みの客観性 を重視する立場 に同意するが,教科研 の指導過程論 にい
くつかの疑問を持つ｡
第 1に知覚の段階では,｢ことばで直接描写 されている形象｣を読み取 る段階,｢ことばで間
接 に表現 されている形象｣ を読み取 る段階 と規定 されている一次読み,二次読みの設定 につい
て,文学作品の内容 をより深 く理解するためのもの とはならず,むしろ支障 となっているので
はないか｡重要な表現 も他の単語 と同様 に平板 に扱われ,作品の中で もっている深い意味 をと
らえることができな くなる, というのである｡
第 2に理解の段階では,主題 ･思想 を把握するために行われるす じの分析が,作品の構造分
析 とはいえず, また抽象化 ･
一般化 された三行主題の手続 きは無意味である, と指摘 している｡
林 は次のように主張する｡文学作品は, ことばを素材 としている｡い くつかのレベル と側面
をもっているその ことばは,作品の中で特定な意味 をもって存在する表現 なのだ｡その表現は,
他の異なる表現方法では決 して代用することがで きない｡表現のそうした特定な意味 を明 らか
にしなが ら,作品を理解する指導過程が必要である, としている｡
林 は,教科研 の読みに対する批判 を通 して,表現 ･構造課題方式 (
仮称)を次のように展開
している｡
｢
第 1の.
段階の読み｣では,重要な表現 に注 目して読む｡すべての単語･
文 を同じ比重で平板
に読み取 らせるのではない｡作品世界 を支 え,作品の内容 により深 くかかわる表現 を取 り出し
て読み取 らせ る｡
｢
第 2の段階の読み｣では,第 1の段階で読んできた表現 を,語 り手 ･す じ･場面の構成 ･視
点などの面か ら構造的にとらえる｡
第 1の段階,第 2の段階では,表現 ･構造 を解明する課題が以下のように設定 されている｡
第 1の段階における課題
〈
種類〉

･場面課題 ‑

場面 ごとに,その場面全体の読み とかかわる表現 について

･部分課題 ‑

場面の内部 にある,部分の読み とかかわる表現,そのた くみさ ･美 しさに注
目すべ き表現について

く
設定の諸方式〉
表現の必然性 を利用する｡
･想像的破壊

作品中の表現 を他の表現 と入れ替 えた もの,または抜 き取 った ものを
原文 と比較 して, もとの表現が意味するものを読み取 る課題｡

･省略部分の構成 ‑

作品の中でそれ まで措かれてきた ことが省略 されている場合 に,その
‑
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部分 を想像 し,構成す る課題｡

,『オツベル と象』の指導過程 を具体的 に実証 した｡た とえば ｢想

林 はこの構想 に もとづいて
像的破壊｣ の例 としては ‑

｡

部分課題 4
｢サーカス団 に壷且と逆生か｣
を次の ように書 き変 えた としますo
｢サーカス団に壷互 か｣

(
答 え)
｢
売 りとばす｣の方が,情 け容赦 な く,金 もうけのために売 り払 って しまう
とい う感 じが出ている｡
(
ね らい)
白象がオ ツベルの財産 になった とい う意味 を理解す る｡
オツベルが 白象 を自分 の ものにして,売 ろうとす るのは,すで にその打算的 な一面 をあ らわ
している｡ しか しそれだ けで はない｡ ｢
売 りとばす｣と書かれているように, よ り高 い利益 を得
ようとす るのだ｡白象 を惜 しげ もな く売 り払 うオツベルの貧欲 さを読 み取 るには,いい課題 だ,
と思 う｡

場面課題 3
｢
百姓 どもははつ として｣ を今 まで出て きた
｢
百姓 どもはぎ ょっ として｣ とくらベ る と,

(
答 え)
ぎ ょっ とす るのは,前 に出て来 た ように, 白象が小屋の入 口に顔 を出 した
時, また片足 を床 に上 げた時 に, 白象 に対 して恐れ を感 じて とった態度 であ
る｡
しか し,はっ とす るのは,ぎ ょっ とす るの とは違 う驚 き,緊張があって とっ
た態度 である｡ これ は白象 に対 す るもので はな く,オツベルの言 った ｢ず っ
とこっちにいた らどうだい｡｣に対 す るものである｡ おそ ら く百姓 は,オ ツベ
ルの言葉 の裏 に隠 されているた くらみに気がついたのであろう｡ さ らに,以
前 自分たちはオ ツベル にだ まされたが,白象 も同 じ目にあ うのだ ろうか と,同
情 的な気持 ちになっていることで も読 めるか もしれない｡
(
ね らい)
オツベルの白象へのた くらみ, それ を見 ている百姓 の立場, この場面 のや
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まを読 み取 る｡
白象の突然の出現 に,百姓 は見当 も付かず,すっか り驚 き,動揺 した｡一方,オツベルの勧
めは唐突だが,その言葉の裏 に隠 されているた くらみは,今 までオツベルの もとで働 いて きた
百姓 に とっては分か らない ものではなoo突然の驚 きにあった心の動揺 を表す｢ぎょっ とす る｣
と,ふ と気づいて驚 くようす を表す ｢はっとす る｣の違 いを分析す ることによって,オツベル
の言動 をより正確 に理解 させ るには,いい課題だ と思 う｡
｢
省略部分の構成｣の例 としては‑

0

場面課題 1
｢とにか く,そ うして,のんのんのんのんや つていたo｣とあ りますが,
だれが何 をや っていたのですかo
｢そうして｣ を くわ しく考 えて くださいo
オツベル‑
百

姓‑

(
答 え)
オツベル‑大 きな碇泊のパイプで,刻 み煙草 を吸いなが ら,ぶ らぶ ら行 っ
た り来た りしている｡ それは,百姓たちの仕事ぶ りを監督 して
いるのである｡稲 こき器械 を六台 を所有 していて,十六人の百
姓 に使わせて,稲 こき作業 をや らせている｡ 自分 は作業 には加
わ らない｡小屋の持 ち主で もあ り,その中でぶ らぶ らしなが ら,
百姓たちの まわす稲 こき器械の震動で,上手 に腹 をすかせ,六
寸 ぐらいの ビフテキ,ぞ うきんほ どあるオムレツな どのぜいた
くな食事 を とっている｡
百

姓 ‑オツベルの小屋の中で,顔 をまっかにして,稲 こき器械 を足で
ふんで まわ し,一生懸命稲 こき作業を していた｡ その仕事ぶ り
は非常 に忙 しく, どん どんはか どっていた｡

小屋の様子 ‑稲 こき器械 の六台が回っているために,のんのんのんのん とい
うおおそろしない音 と腹がす くほ どの震動があふれていた｡
(
ね らい)
｢とにか く,そうして,のんのんのんのんやっていた｡｣ とい う,場面全体
をひ とまとめにした文 に注 目させ, くわ し く言いかえさせ ることで, この場
面のイメージを措 く｡
また,言いか えるためには,そ こまでで読 み取 った ことを整理 し,だれが,
それぞれ どんなようすで,何 をしていたのかを,考 えなければな らない｡オ
ツベル は ?百姓 は ?と,ふ り返 って考 えてい く中で,彼 らの違 い,関係 もはっ
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き りさせ る｡
多 くの事柄 が, ただ｢そ うして｣とい う短 い言葉 に込 め られた表現 の効 果 を理解 す るには,大
変適切 な課題 であ る｡
さ らに林 は次 の ような課題 を設定 してい る｡

場面課題 4
｢じっさい象 は経済 だ よ｡｣‑

ア

｢それ とい うの もオ ツベルが頭 が よ くて え らいた めだ｡｣‑
とあ りますが,下 の(
丑か ら⑳ までの文や節 について,ア

,イ

イ
の どち

らにあて は まるか,分類 して くだ さい｡ また,アに もイに もあては まら
ない ものや, どち らにあて はめた らよいか迷 った もの には, クをつ けて
くだ さい｡

をく′
U ごくれ｡
｣

① ｢す まないが税金 も高 いか ら,
桝

②オ ツベ ル は両手 を うしろで組 んで ,顔 を しか めて象 にい う｡
③ ｢ああ, ぼ く水 を くんで こよう｡④ もう何 ぼいで も くんでや るよ｡｣
⑤ 象 は目を細 くして よろ こんで,⑥ そのひ るす ぎに五十 だ け,川か ら水 を く
んで きた｡ そ して⑦菜 っ葉 の畑 にか けた｡
夕方象 は小屋 にいて,⑧ 十 ばのわ らをたべ なが ら,西 の三 日の月 を見 て,
⑨ ｢ああ, かせ ぐの はゆか いだね え, さっぱ りす か ねえ｡｣ といっていた｡
⑩ ｢す まないが税金が また あが る｡ き ょうはす こうし森 か ら, た きざを運 ん
で くれ｡｣
⑪ オ ツベル は房 のついた赤 い帽子 をかぶ り,
脚

こつ っ こんで,吹

の 日象 にいった｡
⑫ ｢ああ, ぼ くた きざを持 って こよ う｡⑬ いい天気 だね え｡ ぼ くはぜ んた い
森 へ行 くの は大 す きなんだ｡｣象 はわ らって こうい った｡
⑭オツ
が, もうその ときは,⑮ 象が いか に㈱

歩きだ し

と ので,⑯ ま
もの仕事 の方 を見 にいった｡
そのひ るす ぎの半 日に,⑰ 象 は九百 ばた きざを運 び,⑩ 目を細 くして よろ
こんだ｡
晩方象 は小屋 にいて,⑩八わ のわ らをたべ なが ら,西 の四 日の月 を見 て,
⑳ ｢ああ,せ いせ い した｡ サ ンタマ リア｡｣ とこうひ とりご とした そ うだ｡

6
1‑

(
D ② ③

○ ○

ア
イ

㊨ ⑤

⑥ ⑦ ⑧

⑨ ⑩

⑪

○ ○ ○

⑫

⑳ ⑭

⑮

⑯

○

○ ○

○ ○

⑰ ⑱

⑩

○

○

⑳

○

(
ね らい)
子供 自身が,部分 ごとの (
表現の)指 し示す意味 を,語 り手の評価 を使 っ
て分類 し,つか まえなが ら,場面全体のイメージも描 く｡作品の構造の特質
による問題である｡
③,㊨,⑫ は｢
象は経済だよ｣を裏付 けている一方,白象の純真 さ,そぼ くさ,すなおさ,人
のよさも表 している｡ こうした理由で林 はア とウをかけていると考 えたのだ と思 う｡私は,オ
ツベルの要望 に直接答 える象の話 をア,象の内面的な ところを表す表現 をクにした方がいい と
思 う｡⑯のオツベルが ｢また安心 してパイプを くわえ,小 さなせ きを一つ して,百姓 どもの仕
事の方を見 にいった｣という描写 について,オツベルの偽 り,牧 さを表す表現 として読む と,イ

,

に入れることができる｡しか し ｢いい天気だねえ｡ぼ くはぜんたい森へ行 くのは大すきなんだ｡
｣
(
⑬) という自象の言葉 を聞いて, 自分の下心 を見破 られ, 自象は逃 げてしまうのではないか,

,

と心配 にな り ｢
オツベルは少 しぎょっとして,パ イプを手か らあぶな く落 としそうにした｣
(
⑭)
｡彼のこうした狼狽ぶ りを読 む と,⑯ はウで も適当ではないか と思 う｡オツベルは悪党で
ずるが しこい ものの,それで もたいした悪党ではな く,気の小 さい一面が浮かび上がるか らで
ある｡ したがって,次のようにも分類で きよう｡
(
丑.② @

⑤ ⑥

○ ○

ア
イ

㊨

⑦

㊨ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑩ ⑩ ⑳

○ ○ ○

○

○ ○

ウ

○ ○
○

○

○

○

○
○ ○ ○ ○

○

○

いずれにせ よ,語 り手 は,オツベルはたいした もんだ とか,自象は経済だ とか, といいなが
ら,その語 り口の中にたいした もんや経済だけでおさまりきれない描写がある｡それ らのアに
もイにもあてはめきれないクの描写 に気付かせ,表現の面 白さを読み取 らせ るには大変有効 な
課題である｡
部分課題 1
0は,牛飼いの語 るようすについて問 う部分課題 9 (
｢
想像的破壊 ｣)の補充 として
出されている｡｢こんなに｣があった場合 となかった場合 との比較 をさせ る部分課題 9に対 して,
部分課題 1
0では,一見 ｢こんなに｣の暖昧さ.
を問 うようだが,実際一つの意味 しか取れない表
現に気付かせ る課題である｡

‑
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部分課題 1
0
｢じっ と迎

オ ツベル を見下 ろす ようになって きた○｣

この文 の中にある ｢
迎

｣ は,次の例文 の どち らに似 てい ますか○

｣ と母が言 った○
ア) ｢
主立 養生 よごしちやだめ じゃない○
イ) お じいさんは顔 をゆがめて,｢その男 はこんなにおか しな顔 をして
いたんだ よo｣ と言 ったo
この ことか ら,上の文が,牛飼 いの語 るようす について どんな ことを表

(
答 え)
イ) 牛飼 いが 白象 にな りきって,｢じっ と見下 ろす｣ ようす を身ぶ りで示
した｡
(
ね らい)
語 り手である牛飼 いの語 り口 (
の変化) に注意す る｡
それ までオツベルの側 に寄 って話 してい る視点か ら, 白象の側 に移 って きた語 り手 の立場 の
変化 を読 み取 らせ るには,適切 な課題 だ, と思 う｡
以上 の ような課題設定 について,私 としては次の ように考 える｡

9問,場面課題 5問,合わせて 2
4間の中で,｢想像的破壊｣は 1
5間
第 1の段階の,部分課題 1
,
9,
1
2
‑1
4,
1
6
,場面課題 2
,
3,
5
)ある｡ この種 の課題 は,相対的 に作 りやすい｡
(
部分課題 1‑7
その表現でなければな らない必然性 を考 える際 も,比較 す る対象が あるため,無理 を避 けられ
る と思 う｡
部分課題 8,
1
5,
1
7
‑1
9
,場面課題 1)ある｡省略す ることによっ
｢
省略部分の構成｣は 6間 (
て,省略 しない場合 よ りもさらに豊かな場面 のイメージを描 くことがで きる｡
場面課題 4は, その どち らの方式 に も当てはまらず,一見表現 をただ整理 し,分類す る作業
暖昧｣によって表現
に過 ぎないが,決 して形式上 の分類 だけで はない｡分類 してい くことで,｢
された新 しい要素 を見つ けることがで きる｡
表現 の意味 を読 み取 るのに役立つだ けではな く,
作
暖昧｣を読 み取 るための分類 の課題 として と
品理解 を前進 させ る｡私 は場面課題 4の意味 を,｢
らえたい｡
想像的破壊｣については,学習者 の理解 を深
林 の到達点 をこう見 て くる と,私 の立場 で は,｢
める方式 として十分 に活用すべ きだ と考 える｡
省略｣ その もの を,ただ再構成推定す るだ けで はな く,省略す るこ
｢
省略部分の構成｣ は,｢
とによって,省略 しない場合 によ りもさらに豊かな場面 のイメー ジを学習者 に与 える方式 とし
て,大 きな意味 を持 つ と思 う｡
暖昧｣ とい う概念 を使 って,課題 を設 けてはいない｡ しか し,すでに表現 の ｢
暖昧｣
林 は,｢
に気付かせ る課題 を設定 し,成功 を収 めている｡これ は素晴 らしい試 みだ と評価す る｡私 は,表
現課題方式 として,林 の成果 を十分 に生か してい きたい｡
第 2の段階 にお ける課題
語 り手 ･す じ ･場面 の構成 ･視点 な どか らなる表現 の諸相 を分析 ･総合す るための課題 を設
‑

63

‑

定する｡(
表現の諸相 は,個々の作品において独 自な形であやなしているので,一般論 としては
展開で きない｡
)
その例 としては‑

0

課題 6

,｢第二 日曜｣の次が ｢第五 日曜｣‑となっているのだ と思いますかo

なぜ

牛飼いが,第一 日曜,第二 日曜には ｢
オツベル ときた らたいした もん
だo｣と最初 に言ってか ら語 り始めたのに,第五 日曜には｢
オツベルかね,
そのオツベルは,おれ もいおうとしてたんだが,いな くなった よo
｣と

(
答 え)

第二 日曜 までは,オツベルを ｢
たいした もんだ｣ と言い,その後 も,オツ
ベルが どんなに｢
たいした もん｣であるかを話すはずであったのに, また,聞
き手 もそれを期待 していたのに,事件 は思わぬ展開を遂 げてしまった｡牛飼
いにしてみれば,オツベルの失敗 ･敗北 ･破綻 を話すのは,面 目な く,つ ら
し)
O｢おれ もいおうとしていたんだが｣は,言いづ らかったので,中々言えな
かった ということを意味 している｡語 りづ らかったので,遠のばLになって,
とうとう聞 き手の方か ら催促 された第五 日曜に語 ることになって しまったの
だろう｡
(
ね らい)
語 り手の相の分析 ･総合｡
｢
第 2の段階｣での合わせて 6間では,牛飼いが語 り手 として評価 ･判断 ･説明をしている部
分 を取 り上 げて,牛飼いの自象に対する見方及び物語の展開を結びつけて考 えなければならな
いことを示唆 し,牛飼いの真意 を明 らかにした｡
｢
第 2の段階｣について,林 は表現の諸相 として,他に筋,場面の構成,視点などと挙 げたが,

,｢第 2の段階｣の構造 を集中的に担 う表現 を選び出す

語 り手の相の分析だけに止 まった｡ また

方法の追究 も理論的な課題 として残 された｡ にもかかわ らず,表現の必然性 に注 目して,作品
固有の世界 をより深 く理解するという林の試みは,有効な課題 として評価でき,指導過程の画
期的な方法 を生み出した と思 う｡

(
2
) 三田村治の到達点
林の論文 を,三田村 は,非常 によ く整理 され,語 り手についての分析 も説得力のある優れた
分析だ, と見ている｡一方,以下の四つの問題点 を指摘 している｡

(
1
)場面の定義がされていない こと｡
(
2) 場面 と場面 との関係 (
作品の全体構造)が明 らかになっていないこと｡
(
3) 表現の諸相 についての概念がはっきりしていないこと｡ また, この四つの観点だけ

で作品が読めるか どうか ということ｡
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(
4) 『
オ ツベル と象』 の指導過程 では,表現の諸相 (
第 2の段階)の読 み取 りとしては,

語 り手 の分析 しか行われていない こと｡
三 田村 は上 に挙 げた林 の論文で達成 で きなか った,構造 の課題 ともっ とも直接 に関わってい
,(
2)
,(
4)
の問題点 を克服 す るため,具体的 に 『
羅生門』 に即 して,構造 を集中的 に担 う表
る(
1
)

現 を選 び出す方法 を追究 し,文学作品の構造 を如何 につかむか に取 り組 んだ｡
作品の構造 は表現 によって支 え られている｡表現 に注 目 して読 む ことは,同時 に作品の構造
の必然性 を理解 す ることにつなが ってゆ くのだ｡
作品構造の仕組 みにお けるス トー リー とプロッ トの違 いについて,三 田村 は E.M.フォース
ターの次の言葉 を取上 げている｡
われわれ はス トー リー を,時間的順序 に配列 された諸事件 の叙述である と定義 して き
ました｡プロッ トもまた諸事件 の叙述であ りますが,重点 は因果関係 におかれ ます｡く
王
が亡 くな られ, それか ら王妃が亡 くな られた) とい えばス トー リーです｡
(
王が亡 くな られ, それか ら王妃が悲 しみのあま り亡 くな られた)といえばプロッ トで
す｡時間的順序 は保持 されてい ますが,因果の感 じがそれ に影 を投 げか けてい ます｡(
早
略)ス トー リーな らば,(それか らどうした ?)といい ます｡ プロ ッ トな らば (なぜか ?)

)
とたずね ます｡ これが小説 の このこ つの様相 の基本的 なちが いですと
作品の訴 えたい もの は作品のプロッ トに潜 んでお り, プロッ トを追究す るな らば,作品 に対
す る構造的な理解 も成 り立 つのである｡
ス トー リー とプロ ッ トの仕組 みは従来発端 ･展開 ･結末 とい う一 つの流れ として とらえ られ
て きた｡ この流れ について,三 田村 はス トー リー的な,つ まり継起 的な響 きがあ り, プロッ ト
的な内容 をはっきり示 した方がいい と考 えて,
物語 はある状態か ら別 の状態への移行 とい うT.
トドロフの考 えを取 り入j
lる, とす る｡
三 田村 は, この トドロフの考 えを踏 まえた前 田愛 による 『
羅生門』の分析 を取 り上 げている｡
前田愛 は次の ように述べてい る｡
下人)か らべつの状態 (
盗人)への移行｣
｢
下人が盗賊 になる物語｣ は,｢ある状態 (
とい う形式 をみた してい るか ぎ りで, もっ とも抽象的な レベルで とらえられた く
物語 の
論理) をあ らわ してい るのだ｡下人 と盗人 とい う二 つの項 に老婆 を加 えるな らば, それ
)
は T.トドロフのい う最小 の物語 の条件 をみたす ことになる喜

,『羅生門』か ら最小の物語 の条件 を抽 出 し,連続す る三 つの命題 を

前 田は この考 えに即 して

.
)
次の ように図式化 している3
命題 Ⅰ 下人 は盗賊 になる決断 を留保す る｡
ヽ
Ⅰ 老婆の言動が下人 の行動 のモデル として機能す る (
決断の契機 !)0
命題 Ⅰ
ヽ
Ⅰ
Ⅰ 下人 は盗賊 になる ことを決断す る｡
命題 Ⅰ

難題 ‑解
一方,三上勝夫 は,テーマ論 について言及 した際,短編小説 ない し中編小説で は,｢
)と述べている｡
決｣が ｢ドラマチ ックな作品の基本的な構造 である烏
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三田村 は,氏の指摘 をテーマ論 と切 り離 し,作品構造論 と読みかえている｡どんな｢
難題｣も,
それが ｢
解決｣されるには必ず ｢きっかけ｣が必要 と考 え,作品の構造が ｢
問題｣
,｢きっかけ｣,
｢
解決｣という三つの要素か ら構成 されると規定 し,問題 (
難題)‑ きっかけ一解決 という図式
にした｡
また,プロッ トの仕組みをとらえるもの として, この三つの要素 を意味する言葉 を｢
場面｣と
呼び,場面 と場面 とのつなが りに対する解明は,作品の全体構造の問題 に答 えるものになる,と
している｡
そこで,前田愛の行なった 『
羅生門』の構造分析 に,場面の概念 を取 り入れ,以下のように
とらえ返 して示 されている｡
場面 1

｢
問題｣の場面 く
下人が盗人 になるのを留保する場面〉

場面 2

｢きっかけ｣の場面 く
下人が老婆 に出会 う場面〉

場面 3

｢
解決｣の場面 (
下人が盗人 になる場面〉

作品の全体構造 を担 う表現 を作品か らどのように摘出するかについて,三田村 は,作品には,
構造 とより深 く結びついた表現があ り,その表現 は ｢
解決｣の場面での表現か ら発見,掃出さ
れる, としている｡『
羅生門』でいうと,次の表現であると考 えられている｡
｢
では,おれが引剣 をしようと恨むまいな｡おれ もそうしなければ,餓 え死 にをする体な
のだ｡
｣
この表現を読み取 るには,下人が抱 えていた問題 は何だったのか,そして どういうきっかけ
を経たのかを想起 しな くてはならないことか ら, この表現 に決定 した, というのである｡
注

1
)E.M,フォースター 『
小説 とは何か』 (
米田一彦訳,ダヴィッ ド社,1
9
6
9年),9
7
‑9
8ページ｡
2) 前田愛 『
文学テクス ト入門』 (
筑摩書房,1
9
9
1年),1
9
5ページ｡

3)前田愛,同上,1
9
6ページ.
4)三上勝夫 ｢
m 物語の読みの理論｣
,鈴木秀一･
三上勝夫 『
文学作品の読み方指導論』 (
明治図書,1
9
8
6年),

1
6
5ページ｡

3
.2 表現課題方式
(
1
) その立場
以上が三田村の論文で述べ られた表現･
構造課題方式 (
仮称)についての論理 と規定である｡
筋道 をたてて､分か りやす く整理 されている｡『
羅生門』の指導過程 もこの論理 にぴった り合い､
説得力のある実証 になっている｡三田村 は文芸学の ｢
物語論｣について考察 しなが ら､林 など
の構想 を補い､文学作品の構造図式､及び作品全体の構造 を選び出す方法 を提示 した｡
この補足 によって､表現の必然性 を理解することにより､構造の必然性 を理解するという表
現 ･構造課題方式 (
仮称)が､法則的なレベルの課題 として読みの本質 を求めるには十分有効
である､ と理解できる｡
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問題一 きっか け‑解決 とい う三 田村 の図式 には､ス トー リーの継起 的な側面が含 め られ ると
ともに､プロッ トの因果的な側面 もはっき りと感 じられ る｡
この図式 は 『
羅生門』 にだ けで はな く､ 『
羅生門』 と似 た ような､簡明な構造 を持 つ 『
蜜柑』

井伏鱒
(
芥川龍之介)の ような作品 に も有効 で はないか と考 える｡ しか し 『
山椴魚』や 『
鯉』 (
二)の ような､仕組 み､仕掛 けが複雑 な上､読 み手 の想像 に任 され る部分が多 く､謎 をその ま
ま残す作品 には必ず しも適 当 とはいえない｡
『
蜜柑』の構造 を分析 す る際 には､｢
枠｣ とい う概念 を加 えるべ きだ と思 う｡

Yu.M.ロ トマ ンは､芸術作品 には｢
芸術 的空間 を限定す る枠組｣があ り､芸術作 品 とい うも
のは ｢
空間的 には限定 されなが らも､無限的世界 のモデル をな して｣いて､｢
原理的 にいって有
限性 のなかでの無限の反映､エ ピソー ドの中での全体 の反映｣1
)であ り､｢
文学作品の枠組 は､始
め と終 りとい う二 つの要素か らなっている｡ テキス トの開始 と終了 とい うカテゴ リーの特別 な
モデル形成的役割 は､ もっ とも一般的な文化的モデル と結 びついてい る｡｣2
)とい う｡
｢
始 め と終 り｣が ある｡ この枠組 みの中で場所 と時間 な どを限定 して しまう｡ その中でなにが
起 きたか を描写 し､限定 した枠組 みをはるか に超 える感動や衝撃 を もた らす｡ なぜ枠 を作 るの
か｡ それ は描写 す る世界､描写 す る視点 に読 み手 を取 り込 むために設 ける｡文学作品 について
は､ その作品の ｢
始 め｣ の段階でその枠組 みの中に読 み手 を引 き込 めるか どうか は､重大 な問
題 である｡
『
蜜柑』の書 き出 しで､読 み手 には｢
曇 った冬 の 日暮れ｣､｢うす暗いプラ ッ トフォオムに｣､｢
た
だ､桂 に入れ られ｣て鳴 く小犬 の声が聞 こえ､｢
外套のポケ ッ ト｣に ｢
両手 をつ つ こん｣で､夕
刊 を取 り出す ｢
元気 さえ｣ ない ｢
私｣が見 えて くる｡ この時か ら読 み手 は 『
蜜柑』の枠組 みに
入 り込 み､｢
私｣ と一緒 に汽車 に乗 って揺れてい く｡
｣と考 えて､次の よう
文学作品の構造 について､西郷竹彦 は､｢くはじめ)くつづ き)くおわ り)
に述べてい る｡
文芸作 品 はすべての形象が ｢
血｣のつなが りを もっていて､全一体 な小宇宙 を形成 し
ている もの と見 なす ことがで きます｡ですか ら (はじめ) にお ける形象 は くおわ り) に
お ける形象 と不可分 な有機的 なつなが りを もっていて､ その意味 においては文芸 の文章

)
は どこを切 って も血 の出 るような一個 の生命体 にた とえられ ます喜
文学作品が ｢はじめ｣と ｢おわ り｣とい う単純 な要素か らなっている とい う西郷 の見解 は､ ロ
トマ ンの理論 に通 じている｡
前 田愛 も､｢テクス トとい うのは､い うまで もな く､は じめ と終わ りを もっている一 つの閉 じ

4
)
で あ り､｢これ は文学 テ クス トを考 える上 で一番基本 的 な コー ドの一 つ｣5
)で あ
た システム｣
る､ と述べてい る｡
三 田村が触 れた ように､ス トー リー とは描写 され る内容 の継起 的な記述であるに対 して､プ
ロッ トはその因果関係 をあ らわす｡ ス トー リー的 に読 む と､線条的なので､作 品の面 白さが十
分読 み取れない｡ プロ ッ トは読 み手 の方であ らためて作品 を組 み立 て る必要があるため､登場
人物 の相互関係､場面 と場面 との関連 な どを究明 しなけれ ばな らな くなる｡その作業 によって､
作品の広が りと膨 らみな どに触れ ることがで きる｡ ここで は三 田村 の意識 した作品の継起性 と
因果性 を合意 させ る構造分析 に注 目す るが､ ロ トマ ン､西郷 ､前 田が示 した ｢
始 め｣と ｢
終 り｣
の枠組 みを吟味 しなが ら､考 えてい く｡
状況 は作品の ｢
始 め｣で設定 され る｡ それ によって､読 み手 は最初 のわずかな間 に､ その作
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晶を読み進むのに必要な情報 を獲得 し､それを手掛か りにして､その作品が持 っている意味 を
解 き明かそうとする｡
作品が終わった ときには､設定 された内容がそこではっきりと決定的な ものにな り､意味が
そこで完結する｡あるいは ｢
終 り｣の部分 に出ている結末か ら､｢
始め｣の設定 を確かめること
もできる｡
｢
始め｣の設定 は ｢
終 り｣の結末 と響 き合 うように､｢
不可分な有機的なつなが りをもって｣い
て､｢
始め｣ と ｢
終 り｣がすべてを決める｡｢
有機的なつなが り｣は作品の継起的な側面 と因果
的な側面を必然的に繋げていると理解することができる｡
｢
始め｣ にまず枠の一部､あるいは全部 を示すO一部の場合であれば､｢
終 り｣で後の部分 を
つける｡｢
始め｣か ら全部であれば､｢
終 り｣でよりしっか りと微密に完成 させ､枠の中に一つ
の世界 を作 り上 げる｡
物語 は ｢
始め｣か ら ｢
終 り｣ に向かって展開する際､｢
始め｣に設定 された状況はある過程､
ある部分空間を辿 って､結末 を迎 える｡その過程 は､作品の膨 らみの部分 といえる｡その膨 ら
みを､西郷 は く
つづ き) とよび､ロ トマンと前田愛 は ｢
始め と終 り｣の中に含めている｡
ここでは ｢
始め｣ と ｢
終 り｣をつなげる ｢
出来事｣ として考 えたい｡ この ｢
出来事｣ はどう
｢
始め｣と｢
終 り｣をつなげるか｡媒介するものをうまく取 り出す と､必然的に見 えて くるのだ｡
『
蜜柑』の始めは､｢
私｣が ｢
言いようのない疲労 と倦怠｣につきまとわれていると設定 され
る｡ ところが､ある ｢
出来事｣によって､｢
私｣にこの ｢
不快｣と違 う感情 はもた らされる｡小
娘 と弟たちの別れの場面 に出会 うことによって､それ までの ｢
私｣の ｢
不快｣､｢
疲労 と倦怠｣が
もた らす ｢
憂響｣ を ｢
わずかに忘れることが出来た｣結末 となるo
石原千秋 は､｢
〈
枠〉小説｣ は､｢
〈はじめ) と く
おわ り〉 とを対応する要素 として括 りだす こ
とができる構成 になっている｣
6
)と述べている｡『
蜜柑』 は､ まさに枠のある作品 といえよう｡
作品の核 ともいえる重要な表現 を作品か らどのようにして摘出するかについて､
三田村 は､
場
面でいえば､作品にとってもっとも大事なのは ｢
解決｣の場面なので､作品の核 となる表現 は
｢
解決｣の場面の中に求められる､ と考 えている｡
締 め括 りの段階でそうした表現 を出す作品が普通である｡『
羅生門』はそうである｡しか し『
蜜
柑』の中心 となる表現 はむしろ ｢きっかけ｣､あるいは ｢出来事｣の場面 に求めなければな らな

い｡
作品によって､核 となる表現が どこにあるかは違 って くる｡その作品全体 を締 め括 るような
表現 については､なぜ､そうした表現になったのかの必然性 を解明する必要がある｡ この解明
ゐ努力が作品全体への理解 を深めてい くのだ｡
表現 を構造のレベルで扱 う ｢
第 2の段階の読み｣について､林 は､語 り手､筋､場面の構成､
視点などを､表現の諸相 として考 えている｡三田村 は､林の表現の諸相 については､その概念
がはっきりせず､また､この四つの観点だけで作品の構造が読めるか どうか､と指摘 している｡
しか し､三田村 は林の論文 に対 して自ら問い掛 けた この疑問を具体的に検討 していない｡
私 はそうした諸相 をなぜ第 2の段階で取 り扱 うかについて､まず疑問を感 じる｡｢
第 1の段階
の読み｣で重要な表現 を取 り上 げた段階か ら､すでに筋 を辿 り､視点を確かめ､構造的な問題
の究明に着手 している｡そのために表現に注 目し追究するのだ｡
｢
第 2の段階の読み｣では､ もう一度取 り上 げる必要はない｡｢
第 1の段階の読み｣ を踏 まえ
て､学習の焦点 をその作品を作品た らしめるキーポイン トに当てるべ きだ と考 える｡課題の対
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象 となるのは､構造上の策略であった り､語 り手の働 きであった り､作品全体 を担 う中心的表
現であった りする｡作品の特徴や個性 によって､それぞれ違 う｡個々の作品において独 自な形
であやな しているところか ら､林 も三田村 も､ この段階の読みは一般論 として展開することは
難 しい と認識 している｡
このため､私 は文学作品 を正 しく理解す るには､重要な表現 に注 目して課題 を追求す ること
に重点 を置 く｡大事な表現 を見つけ､表現の意味 を理解す る｡ さらにそれ らの代表的な表現の
繋が りを究明す ることによって､作品の核 となる部分 に迫 るO
素晴 らしい表現 はその表現の素晴 らしさで､独立 しているように見 える｡ しか し､ この表現
は同時 に作品全体 の世界 を支 えて もいるのだ｡表現の こうした両面性 に十分注 目すれば､作品
の中心 となる部分 も必然的に とらえることがで きる｡
表現 ･構造課題方式 (
仮称)の これ までの研究成果 を受 け継 ぎなが ら､私の指導過程論 を表
現課題方式 として定式化 したい｡
｢
第 1の段階の読 み｣で､私 としては､重要な表現 に注 目し､その表現 を分析することによっ
て､｢
登場人物｣､｢
語 り手｣､｢
視点｣､｢
表現の特色｣の意味や働 きな どへの理解 を深 めることを
ね らう｡｢
第 2の段階の読 み｣ は､個々の作品に即 して､明 らかにしてい きたい と思 う｡｢
登場
人物｣､｢
語 り手｣､｢
視点｣､｢
表現の特色｣については､具体的 に以下のように考 えている｡
登場人物
これ まで作品を分析す るとき､登場人物 については､その人物 の心理､会話､行動 などを通
して､類型的 に取 り扱われ ることが多かった｡
中国では､登場人物が肯定的人物､理想的人物､あるいは英雄的人物 として描かれているか
どうかによって､その作品の持つ教育的意義が評価 され る｡登場人物の性格 は小説の主題や思
想 を際立たせ るためにつ くられたのだ､ とよ くいわれている｡
しか し現実 はもともと複雑 な もので､
複雑なまま小説 に書かれている｡登場人物 は作品に とっ
て都合の よい個性､特質 を備 えた もの として描かれ､性格 の意味付 けも主題や思想 にただ従属
す るもの として描かれ るのではない｡込み入 った現実や様々な体験､人間関係な どによって形
成 され る｡ したがって､登場人物の性格 をわざわざ取 り上 げて分析することは､あまり意味が
ない と思 う｡
『
蜜柑』の ｢
私｣の性格 は､暗 くて､怠惰で､倣慢 なのだ｡ そんな性格 は世 の中にとっては､
なにも教育的な役割､意義 を持たない と言 える｡ しか し作品には､複雑 な要素 を取 り入れ､仕
組 む工夫が必要だ｡作品の こうした複雑 さを､読 み手 は登場人物の描写 によって ときほ ぐして
い く｡
登場人物の性格 を明 らかにす るのは､人物 その ものに対 して評価 を下すためではない｡登場
人物の性格 を認識す ることによって､作品全体の世界 を理解す ることだ｡なぜ このような性格
の人物 を登場 させ るのか､ この登場人物 は他の登場人物 とどの ように作 品世界 の中で関わ り
あっているのか｡ こうした ことを考 えることが､作品を理解す る上で必要なのである｡
文学作品の登場人物の ｢
個性 と性格｣ について､小森陽一が次の ように語 っている｡
｢
性格 ｣c
har
a
c
t
e
rは､ これ まではある個人の､比較的恒常的な情動的あるいは意志的
な反応や行動の可能性の総体 として とらえられ､｢
性格批評｣という形で､作中人物の｢
性
格｣の形成過程､内面的･
外面的特質､その発展 と変化 などが分析の対象 となっていた｡
‑ 6
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しか しこうした ｢
性格分析｣は､小説 を読むプロセスを通 して読者の意識の中で随時形
成 される動的な作中人物像 を静的に要約するものではな く､作品の評価 もいわば主人公
の ｢
性格｣に還元 されてしまうことになる｡ しか し ｢
個性｣が他者 との関係性の中での
差異性の集合､束であるとすれば､ある作中人物の ｢
性格｣ も実 に他の作中人物 との相
互関係の中で認知 されているはずなのである｡つまり､関係性の中であらわれる他者 に
対する行為 ･反応 ･その他の要素連続の軸が交差 した ところに ｢
性格｣があ らわれると
いうことになる｡
(
中略)したがって実践的には､作品全体 を通 して作中人物の ｢
性格｣をまとめた りする
作業 はほとんど意味 をもたない といえよう｡それは差異 を同一
一性の幻想 に囲いこむこと
にはかならない｡重要なのは､主要なス トー リーの流れ とは一見無関係 に見 える､ しか
し規範 を逸脱 している作中人物の微細な行為 を､それ として抽出 してみることなのだ三
)
これによると､登場人物 自身の性格の ｢
同一催｣より､他者 との比較 によって表れている｢
差
異性｣ を重視 して分析する方が大事であることがわかる｡登場人物 は行為 によって特徴づけら
れるのだ｡
『
山椴魚』では､山板魚は尊大で､図々 しい性格の持ち主 として､登場 している｡ 自分 はうっ
か りして二年の間に体が大 きくなって､岩屋か ら出 られな くな り､途方に暮れている｡なのに､
｢いよいよ出 られない といふならば､俺 にも相当な考へがあるんだ｣ と言い張った り､｢なん と
いふ不 自由千万な奴等であらう !｣ と小魚達 を噸笑 した り､｢みもちの虫 けら同然のやつ｣だ､
と小蝦 を軽蔑 した りする｡
これ らの一見物語のス トー リー と無関係な登場人物のや りとりを取 り出す と､山根魚が どう
見 えて くるか｡
山椴魚 と他の小動物たち との関わ りが生 じる｡ こういう関わ りを書 くことによって､少な く
とも山椴魚が愚鈍なものだ という考 え方はできな くなる｡尊大だが､弱 さもちゃん とあ り､ ま
た豊かな感性 と真剣 さもある｡なぜ このような主人公 を登場 させるのか｡
尊大で､図々 しい主人公の登場や行為の描写 によって､読 み手の安易な同情 を断ち切 ること
ができる｡知識人 めいた文語的表現にまじる幼稚 さは､読み手の思わぬ笑いを誘 う｡ ここでの
尊大で､図々 しい性格 は､単なる笑いの材料､あるいは単なるエ ピソー ドとしては扱われてい
ない｡その性格が作品世界 を捉 える重要な要素 となっていることに気づかなければならない｡
作品世界の構造 によって､笑いを持 ち込み､尊大で､図々 しい性格 を持 った主人公 を登場 さ
せたのだ､ と考 えられる｡登場人物 は作品の内的状況 に拘束 されて､それぞれの働 きを果た し
ている｡
登場人物の性格 を明 らかにしてい くことは登場人物 を評価するためではな く､作品の中での
役割 を理解 し､作品世界 を読み取 るのに役立たせ るためである｡
語 り手
様々な形の語 り手がいる｡第一人称の語 り手 もいれば､第三者 としての語 り手 もいる｡神様
のように全知全能で､ しか も丁寧 に教 えて くれ る語 り手 もいれば､不親切でた まにしか顔 を出
さない語 り手 もいる｡語 り手 は登場人物､出来事 を効果的に伝達する仕掛 けだ｡文学作品を書
く場合 に便宜的な手段 として使われているのだ､ とも思 う｡
林は 『
オツベル と象』の作品分析 を行 った際､語 り手の解明に焦点 を当てた｡林 は次のよう
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に掘 り下 げている｡
で きごとの中心人物 はオ ツベル と白象であるが､ 『
オツベル と象』 の主人公 としては､
また別 に牛飼 いが存在 す るのである｡
(
中略)
読 み手 は､語 られ るで きごとを読 む と同時 に､語 り手である牛飼 いについて も読
まなければな らない｡
この分析 によって､語 り手 白身が牛飼 い としての登場人物 である とい う構造 を明 らかにす る
ことがで きた｡
なぜ その ような語 り手 を選 んだのか､語 り手 の働 きをはっき りさせ ることは作 品の分析 を深
めるために必要不可欠である｡
視点
登場人物 の相互関係 を明確 に し､語 り手 を特定す る とき､視点の分析が意味 を持 つ｡ この登
場人物､ この語 り手 は どの時点で､誰 の 目によって とらえているか を明 らかにす ることは､作
品 を理解す る上で必要 になる｡作 品の構造 を分析 した り､場面 を転換 す る ときも､視点が どこ
にあるか を分析 す る と整理 しやす くなる｡
表現 の特色
作品の個性や特色 を理解す るには表現 の特色 に着 目しなけれ ばな らない｡具体的 に以下の よ
うな表現 に注 目したい｡

1 その作品 に使 われ る特定 な表現 (
｢
暖昧｣表現､ユーモラスな表現､イメージ言等)
2 テンスの変化

3 呼称 の変化
それ らの表現 を見 つ け､ その意味 を読 み取 らせ る｡
それぞれの作品 に対 して上述 した内容 をすべて取 り上 げるので はない｡作品の特質 によって
重点的 に対応す る｡作品のそ うした豊 かな内容 を理解す るには､読 み取 らせ なければな らない
表現 について､課題 を作 る｡ なぜ その表現でなけれ ばな らないのか､形式の必然性 を発見す る
中で､ その意味 を深 くとらえることがで きるか らである｡
文学 の魅力 は､読 み手が予測 もで きない ような作品世界 に誘 い込 まれ､ その中で起 こる様 々
な出来事 に出会 うところにある｡ いい作 品か どうかぶつか らなけれ ば分か らない｡読 み手 によ
る作品世界 の主体的構築が あって こそ､作品 としての価値が実現 され る｡教 える側が課題 を作
るのは､学習者 に謎 ときの緊張感 と混 じ り合わせ なが ら､作 品の仕組 みを考 える契機 を与 える
ためである｡

(
2
) その進 め方
部分課題 は見事 な表現 だが､
｢
第 1段階の読 み｣で は部分課題 と場面課題 を設 ける必要が ある｡
場面 の理解 にはさほ ど重要 な関わ りを持 たない表現 を取 り上 げる場合 を指す｡作 品の場面､及
び全体 の構造 も､表現 の細部 と緊密 な関係 を持つ｡ それ を読 み取 るためには､作 品の進行 につ
れて展開 してい くさまざまな場面 をきちん と整理 し､理解 しなけれ ばな らない｡この場面 とは､
ス トー リーの区切 りで はない｡作 品 をつ くり上 げている本質的な要素 として考 えた方が よい0
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場面の概念 について､西郷竹彦 は次のように定義 している｡
場面 とは ｢
場･
面｣､つ まり場 と面 ということなのです｡場 とは､形象の相関関係 をあ
らわ し､面 とは､それがいかなる視点 ･視角 (またいかなる表現方法 ･形式)か ら構成
されているか ということをあらわす ものです｡場 とはしたがって筋 にかかわ り面 とは構
成 にかかわるものです｡
(
中略)場面 と場面は筋の上では連続 していて､構成の上では不連続であるのです｡
(
中略)ある場面 は､つぎの場面へ とうつ り動かざるをえない内的必然性 をはらんでいる
か らなのです｡この内的必然性 とは筋の展開の上の必然性 といいかえて もいいでしょう｡
それは状況 と人物主体 (
その欲求) との相関関係がひきお こすダイナ ミズム といって も
いいのです邑
)
この定義の重要な観点 を借 りて､次のようにまとめよう｡
場 は作品を構造する単位である｡面は場 を担 うのにふさわ しい表現である｡その両者 を合わ
せていうと場面 という意味だ｡ただ し､｢
視点･
視角｣ という用語 を用いた場合､学習者 にまた
新 しい言葉 を持ち出し､理解 させなければな らない｡｢
視点･
視角｣ という用語 を広 くとらえれ
ば､いずれ も ｢
表現の特色｣ を意味 しているので､｢
表現の特色｣ という言葉で統合 してお く｡
なお､｢
視点｣は､だれが主体で､ どこか らどのように見ているか ということを指す｡｢
視点｣と
いう用語 は､ こういう普通の意味で これか らも使 う｡
『
蜜柑』の冒頭の場面 について､次のように考 えることができる｡｢ある曇った冬の日暮れで
ある｡
｣か ら ｢
‑‑･
夕刊 を出して見 ようという元気 さえ起 こらなかった｡
｣ までは一つの場であ
る｡この場 は､｢
曇った冬の日暮れ｣､｢ぼんや り発車の笛 を待 っていた｣
､｢
樫 に入れ られた小犬
が一匹､時々悲 しそうに､はえ立てていた｡
｣などという面の連 な りによって､構成 されている｡
視点は主人公の ｢
私｣にある｡ この最初か ら時間､場所､状況､｢
私｣の見た ものを極 めて具体
的に描写 している｡その具体的な面の描写 にもとづいて､続いて ｢
私｣の心のあ りようを措い
ている｡面の生 き生 きとした描写 によって､｢
曇った冬の日暮れ｣､｢
疲労 と倦怠｣で元気のない
｢
私｣の状況が､説得力 を持 って､的確 に印象づけられる｡換言すれば､ この場面 は主人公｢
私｣
の登場､｢
私｣のまわ りの状況､｢
私｣の精神状態 を描いている｡
作品の展開にともなって､状況 と登場人物の視点が移 り､表現手法が変わる｡それによって､
作品の ｢
始め｣ と ｢
終 り｣が必然的につながってい く｡状況などの移 り変わ りは､作品の展開
に質的で､必然な役割 を担 っている｡その質的な転換 をあらわ し､かつ必然性のあるひ とまと
まりを､場面 と考 える｡
場面 と場面 はプロットとして独立 していなが ら､ス トー リーの上で統一 されているo｢
連続｣
と｢
不連続｣である｡場面 は読み手 によって､多 くも少な くも分 けることができるが､表現の
客観的事実にもとづ き､場面にふさわ しい表現の必然性 に注 目して､ もっとも妥当 と考 えられ
る形で場面分 けをする｡場面課題 を設 けて､場面 をささえ､あるいは展開する重要な表現に着
目し､場面の意味を理解する必要がある｡
場面課題 を正 しく把握することか ら､｢
第 2の段階の読み｣での作品の核 となる部分､作品全
体の構造 を正 しく引 き出す ことが可能 となる｡
選び出した表現 を課題 にのせる手続 きについて､次のように考 えている｡
表現の破壊 に着 目する｡文中の表現 を変 えた もの と､原文 とを比較 ･対照 させ ることによっ
て､原文の表現の意味 と効果 を考 える｡
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｢
暖昧｣の読 み取 りに着 目す る｡一 つの意味 しか持 たない表現 に書 き直 して､原文 とを比較 さ
せ ることによって､原文 の表現 の広が りと効果 を読 み取 る｡ また幾 つかの読 みの可能性 を引 き
出す ことによって､原文 の表現の膨 らみ と味わいを読 み取 る｡
描写 の類型 に着 目す る｡多 くの描写が使われている場面で､同 じような意味の描写 の羅列､積
み重ね､ その中に異質 な描写 を挿入す ることのね らい と効果 これ らの分析､理解 を深 めること
で､表現が意味 してい るもの に近づいてい く｡
比較 して読 む｡同一､あるいは同 じ題材､ス トー リーの作品 を較 べて読 む ことによって､作
品 に対 す る広 い読 み をね らう｡
表現 を取 り上 げて問われ る と､見過 ごしがちな表現が生 き生 きとした表情 を持 って くる｡見
えなか った部分 は見 えるようにな り､漠然 としたイメー ジが鮮やか になって くる｡表現 に即 し
て､ その意味 を理解す るかなめ とな る特徴 をつかむ ことを意 図 して､課題 を設 ける｡
個々の読 み取 らせたいね らいに もっ とも近 く､かつ意味 のある課題 をどう作 るか､ また具体
的 に対処すべ きである｡表現 を通 して考 えることを目的 とす るため､一 目瞭然の課題 よ り､描
写内容や表現方法 な どか ら分析､推量 しなけれ ばな らない課題が望 ましい｡表現のイメージを
手掛 か りに学習者 の思考 ･創造活動 を刺激 し､生 き生 きとした理解 を促進す るような課題 を工
夫すべ きである

｡

ここで表現課題 方式の指導過程 を､ まとめてみ る｡
｢
第 1の段階の読 み｣で は､登場人物 ･語 り手 ･視点 ･表現 の特色 に着 目して､段落､場面 の
基盤 となっている重要 な表現 をつか まえる｡表現 の必然性､あるいはその意味 をよ り確実 に読
み取 らせ るために､ それ に対 す る部分課題 ･場面課題 を設 ける｡作品中の表現 を他 の表現 と入
れ替 えた もの､ また は抜 き取 った ものを原文 と比較 して､ もとの表現が意味す るものを読 み取
るとい う想像的破壊 の課題や ｢暖昧｣ な表現 による膨 らみを読 み取 らせ るな どの課題 を作 る｡
｢
第 2の段階の読 み｣で は､個々の作品 において独 自な形で されているので､ その作品 に即 し
て作品の全体構造 を理解す る課題 を設 ける｡
上述 の趣 旨によって､以下 の ように整理す る｡

(
1
) プロッ トの仕組 みを とらえる もの は場面 とす る｡
(
2) 課題 の レベル

･部分課題 一

場面 の内部 にある､部分 の理解 とかかわ る表現､ そのた くみ さ ･膨 らみに注
目すべ き表現 について

･場面課題 一

場面 ごとに､ その場面全体 の理解 とかかわ る表現 について

･構造課題 ‑

作品の全体構造 に迫 る､作品の核 とな る表現 について

(
3
) 設定の諸方式
設定の諸方式 についての一般化 は､現在 の ところではほ とん ど意味 を持たない｡た とえば表
現 の必然性 を利用 して､次の諸方式､ またはその複合 を用いてい くことにす る｡
｡
想像的破壊

作品中の表現 を他 の表現 と入れ替 えた もの､ また は抜 き取 った も
の 到京文 と比較 して､もとの表現が意味す る もの を理解す る課題

･｢
暖昧｣の読 み取 り‑

o

作品中の ｢
暖昧｣表現 を一義的な表現､ また は同義 に思 えそ うな
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他の形 に置 き替 えた ものを原文 と比較 して､ もとの表現の持つ膨
らみ と広が りを読 み取 る課題｡
･描写の類型

多 くの描写か ら､同質の描写 を対照的に整理 し､異質の描写 を発
見 し､表現の意味 と効果 を明 らかにす る課題｡

･較べ読み

同一作品の二つの形式 (
改作前､改作後)､同 じような題材､ス トー
リーの作品 (
同一作家の もの､ほかの作家の もの) を較べて読む
課題 (
作品に対す る広い読 みをね らうが､主 として構造課題 とし
て使 う)｡

授業 を進 める上でのあ らましを以下のように示す｡
(
1
) 通読 (
作品全体像 を知 る)
作品の全貌 を知 るにはまず一度 目を通す｡つかめるところは少ないであろうが､ どんな作
品であるかは理解することがで きる｡ また漠然 とした疑問点 も浮かぶ｡
(
2) 第一の段階の読 み (
自ら作品 を分析す る)

その作品の概略が分かった上､第‑の段階の課題 に向か う｡表現上 の注 目すべ き箇所 に集
中 して考 えた上､討論 を行 う｡それによって､表現 と場面の意味 をより正確 に理解 してい く｡
(
3) 第二の段階の読 み (
作品への理解 を深 める)
重要な表現 に着 目し､作品の核 となる部分 を考 えて討論する｡他の人 と論ず ることによっ
て､ 自分 自身の意見 を明確 にし､他人の作品解釈 に示唆 を受 け､作品の固有世界への理解 を
深めなが ら､ ともに楽 しい体験 としてい くO
このような表現課題方式 にもとづいて､これか ら具体的な作品の指導案 を作成 してい きたい｡
そうあって こそ､ はじめてはっきりとした対象 を持 って､ この指導方法の合理性 と有効性 を検
証 し､重ねて手 を加 えることがで きる｡それによって､より適切で有効 な指導方法 に導かれる｡
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