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語り合う文学教育の会 

２０１３年度 №１  ３月１５日・文責 橋本博孝 

 

 

第 11 回総会（３月２日） 
参加者は２６名でした。例年より少なかったのですが、予定通り無事終了しました。

参加者の少なさは、会報で総会をお知らせするのが遅くなったことと、出席されるつも

りでおられたみなさんのうち、学校の事情やご本人の体調による欠席などがあったこと

などによります。 

会員総会で承認された、会務報告などをお知らせします。わたし（橋本）が事務局を

代表して提案しました。 

 

Ⅰ．活動報告 

 昨年の第 10 回総会以後の例会などのとりくみです。（ ）内は参加者数です。 

３月 ☆第 10 回大会（66） 

★三重民教連・春の教育集会国語分科会・橋本博孝（14） 

４月 ☆三重例会・「文学のことば―描写の読み方―」藤原和好会長（24） 

☆奈良例会・「物語の授業を考える」藤原和好会長（10） 

５月 ☆三重例会・「かげ」庄司たづ子さん（16） 

６月 ☆奈良例会・「一年生のことばの学習」橋本博孝（8） 

☆三重例会・「海の命」草分京子さん（18） 

７月 ☆三重例会・「やまなし」中西祐司さん（11） 

☆奈良例会・「平和のとりでを築く」入澤佳菜さん（7） 

８月 ★日本文学協会国語教育部会夏期研究集会（小学校分科会・約 40） 

☆語り合う会夏期研究会（橿原） 

・１日目「説明文を読むとはどういうことか」守田庸一さん（17） 
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・２日目「ことばの学習指導について」橋本・「一つの花」織田萌子さん（16） 

９月 ☆奈良例会・「フレデリック」菱井一宏さん（9） 

１０月 ☆奈良例会・「いちねんせいのこくご」中川幸子さん（5） 

☆三重例会・「一つの花」原田聡子さん（7） 

１１月 ★奈良教育大学付小教育研究会 

「おぼえていろよ、大きな木」鈴木啓史さん・「フレデリック」菱井一宏さん 

★東海近畿教育サークル合同研究集会 

・藤原和好会長の講座（14） 

・国語教育分科会（18） 

中垣清人さん「じどう車くらべ」・鈴木啓史さん「一年生でつけたい力」 

１２月 ☆三重例会・「たぬきの糸車」福井麻子さん（18） 

１月 ☆奈良例会・「はたらくじどう車」鈴木啓史さん（8） 

☆三重例会・「ちいちゃんのかげおくり」日下英子さん（11） 

２月 ★三重大学附小公開研 

「たぬきの糸車」駒田健志さん・「スーホの白い馬」奥山能隆さん 

「ごんぎつね」奥知子さん・「わらぐつの中の神様」岡井崇さん 

☆奈良例会・「はたらくじどう車」鈴木啓史さん（5） 

 

☆印は会のとりくみ、★は会以外の主催です。両方をあわせると５００名以上の方に

直接生の声で私たちの実践を届けたことになります。守田さんが更新してくださってい

るホームページへの接続を含めると、もっと多くの方になるでしょう。 

基本的に毎月例会を開きました。三重で定式化している授業記録で学び合う形を奈良

でも少しずつ実行しています。授業記録を作ることとそれを通しての検討は、教員の力

を育てるのに本当に有効です。時間のかかるとりくみですが続けていきましょう。 

例会の論議はこれまでの実践の到達点をふまえよう、と昨年提起しました。しかし、

授業は一期一会、それぞれに新たな展開がありました。他の実践との比較も大切ですが、

その一つの実践から何を学ぶか、という論議を原点にしたいとあらためて思いました。 

今年度は日本文学協会国語教育部会の夏期研究集会を三重で開きました。多数の参加
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がありました。日文協とはひきつづき共同していきます。 

奈良教育大学付属小学校と三重大学附属小学校の公開研は、語り合う会のとりくみで

はなく、それぞれの国語科のみなさんのお考えに基づく授業です。会員のみなさんの公

開授業だけ挙げました。個人的なことを言えば、わたし（橋本）は三重大学の附小の授

業を一年間ずっと見せていただき、実際のとりくみを通して教材を考えることができま

した。11号に書いた「三つのお願い」は、奥先生のご授業で考えたことがもとになっ

ています。 

昨年からひきつづき、三重民教連を通して三重県下の先生たちとのつながりを広げて

います。秋には東海近畿地区の合同集会を三重で開きました。 

今年度は会報が内容・発行回数ともに手薄になりました。主要な理由はわたしにあり

ますが、根本的には事務局の安定した体制づくりが欠けていることです。みなさんのご

協力を得て、会報を充実させていきます。 

 

Ⅱ．会員数 

今年度は、ちょうど１００名でした。ここ３年間で見ると、一昨年は９０名、昨年が

初めて３桁になって１０８名でした。１００名で２０万円の会費です。これは機関誌を

安定的に発行できる目安ですので、ひきつづき１００名突破をめざしましょう。 

内訳は、三重が５２名、奈良が２０名、全国会員が２８名です。 

 

Ⅲ．会計報告 

◆収入 

前年度からの繰り越し １３万３４５３円  

会費 １９万８０００円 年度またぎ会員１名 

機関誌売り上げ １７万９４００円 うち学生用 10万 6000 円 

その他   ４万１０００円 藤原氏寄付・日文協謝礼３万 

計 ５５万１８５３円  

 機関誌売り上げ額の半数以上は学生対象です。学生には 10 号も 500 円で頒布しまし

た。なお、来年度からは 10 号も 500 円で普及します。赤字にはなりません。営利団体
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ではないので、読んでくださる方に一部でも多く普及することをめざします。すでに創

刊号と第９号は完売です。他の号も、10号以外はわずかです。 

藤原和好会長からご著書の売り上げを寄付していただいています。 

 日本文学協会から夏の謝礼が出ました。 

 

◆支出 

機関誌１０号印刷 ２７万０３７５円 振込手数料 525 円を含む 

郵送費 １２万６６２０円 ハガキ 100 枚含む 

事務費 １万０９５６円 封筒・セロテープ・ボールペン等 

会合費 ２万９０３３円 懇親会補助３回・お茶紙コップ等 

機関誌 11号関連 ２万６９３０円 編集謝礼 1万・表紙画謝礼写真代 

還元金 ３万６０００円 三重 52・奈良 20、一人 500 円 

計 ４９万９９１４円  

 機関誌１０号は従来の約２倍の印刷費になりました。ページ数も印刷部数もこれまで

の倍なので、そうなります。 

 会報は、会員以外にも送っています。約 130 通です。また、新年度には近況等を知ら

せていただくハガキを入れています。この返送率がきわめて低いのが悩みです。どんな

ことでもいいので、必ず返事を下さい。 

 会合費は、総会や夏期合宿時のお茶などですが、今年度は懇親会補助（３回分）の支

出があります。 

 三重と奈良への還元金は、それぞれご自由にお使いください。 

 残高は５万１９３９円になりますが、機関誌 11号印刷費（12 万程度）が未払いです。 

 

Ⅳ．これからのとりくみ方向など 

これまでどおり例会での学習を基礎にします。実践報告を通して、子どもの見方・教

材の新たな価値などを学び合いましょう。 

それらを基本としたうえで、情勢とのかかわりで次の２点を視野に入れたいと思いま

す。ここからは総会での報告をもとにしていますが、付け加えたこともあります。 
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一つは、教育と教員に対する管理の強化です。 

昨年末から、全国的にいじめと体罰に関する調査が命じられました。どのようなもの

であれ、いじめや体罰が許されないことは言うまでもありません。しかし、「あなたは

先生にたたかれたり、けられたり、強い口調で叱られたりしたことがありますか？」と

いうアンケートに親子で答える姿を想像してみてください。このような調査は、教員と

保護者地域市民の信頼関係を掘り崩す方向に働くことは明らかです。マスコミの論調も

この傾向に拍車をかけています。これは、保護者地域市民が、学校教育の共同の担い手

として参加するのではなく、学校と教員の監視者となる方向だと思います。その「力」

を背景にあらゆる側面で管理が強められています。 

この事態は、大阪と東京で教育の公共性を否定し続けてきた「維新の会」が一定の力

を持ってしまった状況と無関係ではありません。東京や大阪で進められた教育「改革」

は、競争原理と教員の管理統制を柱としています。あとで述べる全国学力調査体制も巧

妙に利用されました。 

学校とは何かを、地域市民とともに根底から考える必要があると思います。 

啓蒙的に述べるようで気が引けますが、学校教育は、もとより国家のものではありま

せん。戦後の教育が何よりこのことを出発点としたのは、戦前戦中の痛恨の歴史がある

からです。それを忘れてはならないと考えます。 

また学校は、個人の「成長」を利己的競争的に追求する場でもありません。個人の成

長はそれぞれの権利として保障されなければなりません。しかし、学校は私的なもので

はないのです。 

学校教育は公共のもの、学校はみんなのものです。 

学校の公共性は、地域市民との共同を土台として、参加に開かれた公開と教育内容の

普遍性によって成り立ちます。学校づくりにおいて、この原則は基本的に大切にされる

べきです。このことは、奈良教育大学付属小学校の『自立する学び』（2006・かもがわ

出版）で詳しく述べました。この本はもう数年前のものになりますが、まだお読みでな

い方はぜひ読んでください。 

しかし、現在はわたしたち一人ひとりの教員が、学校づくりという視野で自分の学校

を語れない状況が支配的です。それでは、どうしたらいいのか。 
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わたしたち教員は、この公共性をそれぞれのとりくみ、とりわけ授業の場で大事にし

ていくことから始めましょう。 

実践者としての教員の役割は、学級を公共的空間としてつくりあげることにあると思

います。公共的空間とは、子どもも教員も、一人ひとりが意志を持った構成員として参

画する自由があること、誰をも拒否しない本質的な平等を追求すること、したがって必

ず応答がある、つまり誰もどんな意見も無視されないという空間です。 

この頃サッカーをはじめスポーツの世界で「リスペクト（Respect）」という言葉がよ

く使われます。「尊敬する」「敬意を払う」という原義を持つ言葉ですが、要するに無視

しない、正しく相対する、ということでしょう。相手が弱いと思いこんでその動きを意

識しないでいると、いいプレーはできません。審判の判定を尊重しなければ、力と無法

がまかり通り、試合は成り立たないでしょう。日本の柔道界のように女性が不当に軽視

されたり、先輩の暴力的指導が容認されていたりしたのでは、競技者としてリスペクト

されているとはとても言えません。 

学級も授業もそれらを構成しているあらゆるものが、互いにリスペクトしあう時、そ

こに生まれる公共的空間は、子どもも教員も学ぶ喜びを実感し、ともに成長する場とな

ることでしょう。これこそ、語り合う文学教育がめざすものです。そして、これは、わ

たしたち実践者が実践の場で、子ども保護者地域市民との信頼を築き、そのことを通し

て管理をはねかえしていく道に必ずつながります。 

わたしたちのサークル運動の基本もここにあります。実践方法や教材の見方の違いは

当然あります。それらを相互に認め合うことがなければ、何のために集まっているのか

わからなくなります。 

 

もう１つは、全国学力調査体制の実体化です。 

この調査で国語科の「学力」が測れるのかという素朴な問いの段階はすでに過ぎてし

まいました。今は、この調査問題が国語科の「学力」を規定しています。それは、市町

村教育委員会や個々の学校が、この学力調査を受けるかどうかの問題ではありません。

すでに国語科の教育課程として教科書その他に刷り込まれています。意識しないでいる

と授業にまで反映します。それが実体化ということです。 
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情報処理能力に特化された内容は言うまでもなく問題ですが、学力調査体制の最大の

危険は、その知識や技能が子ども一人ひとりの身についているかどうかだけが問われる

ことにあります。 

本当に子どもたちの読み書き力の実態をつかみ、課題を明らかにするには２千人程度

の無記名抽出調査が有効です。しかし、全国悉皆で行われ、都道府県や市町村ごとの、

さらには学校ごとの結果が公表され序列化されるとなれば、言語力の調査とは全く異な

る性格のものとなります。それは、さまざまな能力や個性ある感性の持ち手まるごとと

して、言い換えれば人格として子どもと向き合うのではなく、子どもを知識技能の所有

断片として見ることになります。そして、その知識技能を効率よく使えるかどうかで序

列化されれば、子どもの解体は加速されます。 

どのような知識技能であっても、それらを獲得できたかどうかの結果ではなく、それ

らを自分のものにしていく過程、つまり学びのあり方が大切です。一言で言えば、学ぶ

過程としての授業が、子どもたちにとって民主主義的な経験になっているかどうかです。

そうであれば、知識や技能を獲得する過程で、子どもたちは、自己を確立し、自立に向

かうことができます。 

語り合う文学教育は、もとより個別の知識や技能の獲得を目的にするものではありま

せん。文学を語り合う真剣な体験が、子どもたちが人間的自立に向かうことを励ますこ

とを願っています。それは、これまでの実践が示しています。そのようなわたしたちの

願いの正反対の極にあるのが、この全国学力調査体制だと考えます。年に一回のことだ

し、わたしたちも子どもたちも重要視していないから、と軽視していてはならないと考

えます。 

 

途中でも書きましたが、啓蒙的な述べ方の特徴である尊大な口調が出てきて我ながら

いやになりましたが、どうか真意をくみ取ってください。 

今年度も新たな会員、若い世代がなかまに加わりました。若い先生たちの、良い授業

をしたい、子どものことをさらに知りたい、もっと学びたいという願いは、現場のさま

ざまな課題や職場の制度的な研修の弊害などで、必ずしもかなえられているとは言えま

せん。わたし（橋本）は、「先生になるのが子どものころからの夢だった」と言ってい
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た若者が、現実の矛盾の中で苦しみ、その夢を色あせさせていくのを黙って見ているこ

とはできません。教育は、先生の仕事は、子どもたちと文学を語り合うことは、もとも

と本当に楽しいことです。語り合う会のさまざまなとりくみが、若い先生だけでなく、

会員みんなの願いに一層答えられるよう、力を合わせていきましょう。 

 

Ⅴ．役員（任期２年・2012 年４月～2014 年３月）  

会長・藤原和好さん（三重） 

副会長・伊藤隆司さん（京都）・近藤恵子さん（枚方）・横山信幸さん（愛知） 

機関誌編集長・松本吉弘さん（三重） 

事務局長・橋本博孝 

事務局次長・守田庸一さん（三重）・若山博史さん（三重） 

事務局・入澤佳菜さん（奈良）・中垣清人さん（名古屋）・鈴木啓史さん（奈良） 

 

 

機関誌『語り合う文学教育』第 11 号 

松本編集長のお力で今年も完成しました。内容は、次の通りです。 

○描写を読むための基礎力・藤原和好 

○物語の「学習の手引き」を考える・橋本博孝 

○あまんきみこの「白いぼうし」と教科書・伊藤隆司 

○小学校から高等学校までを見通した説明的文章指導の必要性・守田庸一 

○「海の命」父を乗り越え成長する太一の姿を読み合う子たち・草分京子 

○失われた世界との出会い「白いぼうし」・庄司たづ子 

○成長と喜びを自覚しながら文学を読む 「一つの花」・原田聡子 

○「やまなし」を味わう・中西祐司 

 

重大なお詫びがあります。この 11号にある庄司たづ子先生の「白いぼうし」は、『語

り合う文学教育』第９号に収めたものと同じ稿です。庄司さんは、今回は「かげ」（新

美南吉）の実践報告をまとめて送ってきてくださっていました。それを、編集の過程で
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過去の原稿と混同してしまいました。原稿用紙の時代なら起こり得ない、電子情報のや

り取りによる間違いです。もちろん責任は編集部にあります。庄司先生にも会員読者の

みなさんにも、たいへんご迷惑をおかけしました。本当に申し訳ありません。 

庄司さんの原稿は、次号（12 号）に掲載させていただきます。 

 

13 年度の会費を納めてくださった方は、現在３２名です。目標の 100 名まであと６

８名です。 

 

 

藤原会長の講演 

11 号の巻頭の論文「描写を読むための基礎力」を紹介するかたちで話されました。 

 

これは第 10 号の「語り合う文学教育の会十年の歩み」の「三、文学のことば」

（12 ページ）から続いている問題提起です。 

文学作品は「ことば」のみでできているのだから、「ことば」に目を向けなけ

れば作品世界に入っていけません。つまり、表現されている内容・できごとだ

けをたどっていたのではいけないということです。表現そのものにもっと敏感

になりましょう。 

 例えば光村図書教科書では、こんな描写を見過ごしてはなりません。 

 1 年生の「くじらぐも」では、「たいそうをしていると、空に大きなくじらが

あらわれました」というように、「～すると、～」という描写がたくさんありま

す。この「と」は、「ＡとＢ」という時の「と」と同じではありません。できご

とが同時的に継続して起こる、という意味を持ちます。ですから、ここは「体

操を始めるとすぐ、空にくじらが現れた」という動きのある場面として読まな

ければなりません。 

 「ずうっと、ずっと、大すきだよ」で注目すべきは、時制です。できごとを

実況中継風に語ってはいません。ここを見過ごすと、この物語の本質を見誤り
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ます。 

２年生の「お手紙」では、一般的な会話の語り方ではなく、 

「でもね、がまくん。」かえるくんが言いました。「きょうは、だれかが…」 

という話法が多用されています。これがこの場面では有効に働いています。 

子どもたちに、低学年のころから、ことばに目を向ける感性を育てておくこ

とが大切です。倒置法、比喩表現、オノマトペなどに対する読みの力が積み重

ねられていけば、例えば「ちいちゃんのかげおくり」の、この物語を生み出し

たともいえる決定的な表現、「きらきらわらいだしました」の意味に、こどもた

ちも迫っていけるようになることでしょう。 

 

子どもたちをもっとことばに敏感に…というお話でしたが、わたしたち教員に向けら

れた提起だと思います。詳しくは 11 号を読んでください。 

 

分科会 

予告してあった近藤恵子さんの分科会は、近藤さんの学校の事情で取りやめになりま

した。近藤さんのお話を楽しみにされていた方には申し訳ありません。 

鈴木啓史さん（奈良）「はたらくじどう車（1年）」 

原田聡子さん（三重）「一つの花（４年）」 

中西祐司さん（三重）「やまなし（６年）」 

３つ実践を学び合いました。わたし（橋本）は原田さんの実践報告を聞きました。 

 

原田さんは、11月号に載せた実践をもとに報告されました。ご自分の実践だから課

題の側面が色濃く出ていますが、わたしは今回の分科会で新たに学んだことがあります。 

それは、11 号をお持ちの方は 94ページをご覧ください、由紀さんのこの感想につい

てです。 

「今西祐行さんは、なんでこの一つの花を作ったかというと、戦争は悲しいこともある

けど、うれしくて思い出になることもあるんだよ、という気持ちを知ってもらいたいの
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かなと思います。」 

これを文面通りに受け取れば、戦争もうれしい思い出を作る、ということになります。

ですが、原田さんは、これは「戦争という状況下でも、人は、喜びや思い出を人に与え

ることができる」ということを言いたいのだと受けとめます。まさにその通りだと思い

ました。 

例えば、10 年後、ゆみ子の小さな家がコスモスの花で囲まれていることを、あの時

お父さんが渡したコスモスが増え広がったのだと思う子どもがいます。その時、コスモ

スは一年草だから根づかない、ちぎったコスモスの花からは種も採れない、などと言う

必要があるでしょうか。子どもの言いたいのは、お父さんの思いがおかあさんに受けと

められ、ゆみ子に受けつがれているということでしょう。子どもたちの精一杯の表現の

本当の意味をくみ取れる教員でありたいと思いました。 

 もう一つは、由紀さんが「今西祐行さんは」という書き方をしていることです。11

号には載せていませんが、咲さんがこんな感想を書いてきたそうです。 

 この一つの花を書いた今西祐行さんは、お父さんがどんな気持ちなのか読み手に伝わ

るように書いてあると思います。 

（具体例が挙げられていますが、略します、ごめんなさい。） 

 今西さんの書いた一つの花は、読み手のわたしに伝わりました。わたしも国語の感想

がいっぱい書けたのは、この一つの花でした。感想がいっぱい書けるならば、その本を

書いた人が思ったことも分かる気がします。一つの花を読んでよかったです。 

 咲さんも「今西さん」という言い方をしています。分科会では、４年生ぐらいから子

どもたちが急に「作者は」というようになるという話がでました。これは何を意味して

いるのでしょうか。 

わたしは、子どもたちが、登場人物とそのできごとを通して、作品そのものの思い（思

想）を見い出しつつあるのではないかと感じます。 

子どもの表現は、使いこなせる言葉の数も多くはないし、何よりどう言っていいのか

わからないことがらに出合っているのだから、たどたどしく何を言いたいのかわからな

い文章になることがあります。くりかえし言われていることですが、子どもたちが何を

言おうとしているのか、耳を澄ませ、目を見開いて受けとめなければならないとあらた
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めて思いました。 

 

「一つの花」の「一つ」の意味についてなど、これまで論議してきたことは、今年の

実践でどのような地平が開かれるか、楽しみです。 

 

 

これからの予定 
 ☆４月６日（土）三重例会・午後２時半～５時 

・三重大教育学部４階国語科ゼミ室 

・実践報告・草分京子さん 松浦武四郎の和歌 

   武四郎はたくさんの和歌を残しました。子どもたちがその中から気に入った

ものを選んで鑑賞しました。 

 

 ★５月 12 日（日）日文協国語教育部会シンポジウム（東京） 

 ★６月 2 日（日）午後１時～ 三重民教連集会（アスト津） 

 ★８月 10 日（土）11日（日）日文協国語教育部会夏期研究集会（東京） 

 ☆８月 17 日（土）18日（日）語り合う会夏期研究集会（志摩市） 


