
        ２月例会案内 
―93th Bungeiken Metropolis  Seminar― 

☆2023年２月５日（日） ９時～１２時 

☆全国教育文化会館エデュカス東京 ６Ａ会議室 
（千代田区二番町 12－1／ＪＲ中央・総武線、「市ヶ谷」「四ツ谷」駅下車「日テレ通り」歩 7 分／メトロ

有楽町線「麹町」駅５・6 番出口歩 2 分／元日本テレビ麹町ビル前（解体後、駐車場・番町の森公園に）、

電設健保会館とダイケン・地学会館の間を入る。「ろうきん（労金）」の看板あり 

☆テーマ➀作文指導―この作文をどう読むか 

高橋欽一さん（東京文芸研 埼玉県川越市小学校） 

②「お手がみ」授業途中報告（オンライン） 

田形 智さん（東京文芸研 静岡県富士市小学校） 

☆参加申込 次回も事務局・西さんのホスト役でハイブリッド方式で行いますが、

リアル参加は引き続き先着１2 名とさせていただきます。申し込みについては、リアル参加

の方も下記ピーティックスからの申し込みをお願いします。リアル参加 500 円・オンライ

ン参加 800 円（会場費・資料代・システム利用料） 

参加申し込みは https://bms202302-bungei-tokyo.peatix.com/ から 

 

今後のＢＭＳ予定 （原則毎月第一日曜日 9～12 時） 

            3 月 5 日（日）9 時～12 時 全国教育文化会館エデュカス東京（麹町）６A 会議室 

      4 月 2 日（日）9 時～12 時 全国教育文化会館エデュカス東京（麹町）６A 会議室 

 

 

 

 

【文芸研東京学習会（BMS）連絡先】 

上西信夫      →nobu.uenishi@outlook.jp   

学習会で扱う教材希望がありましたら上西までメールでご連絡ください。 

 

 

 

 

 

https://bms202302-bungei-tokyo.peatix.com/
mailto:nobu.uenishi@outlook.jp


        ～ものの見方・考え方を育てる国語の授業～ 2022/01/10 信天翁
アホウドリ

 記  

東京文芸研学習会（         例会）  

―93th Bungeiken Metropolis  Seminar―（BTS でも MBS でもありません。BMS です。） 

 

22 年 12 月 26・27 日は 3 年ぶりの対面式実践研が神戸市で行われました。北海道か

ら鹿児島県までのサークルからの参加があり、東京サークルからは、山中さん、小松さん、

岡さん、加藤さん、上西が参加しました。（佐藤さんはオンライン参加）今夏文芸研山口大

会の全レポート検討があり、特に「西郷模式図」に基づいた《話体》《文体》を意識した討

論が行われました。田形智さんの「お手がみ」にも 3 学期実践や大会レポートに反映でき

る貴重な意見をいただきました。 

BMS 例会会場近くの予備校は、次週に迫った大学入学共通テストのため歩道から見える

自習室は満席の様相。今回もハイブリッド方式で 1 月例会を行いました。（今回は多くのオ

ンライン参加いただきありがとうございました。）今回は、山中吾郎さん（東京文芸研・大

東文化大）と上西による高学年の認識方法―《仮説》《模式》《相補》の報告でした。 

山中報告《仮説》《模式》では「ありの行列」（光村図書 3年）・「『一本』から見える数え方

の世界」（学校図書 5年）・「うみの かくれんぼ」（光村図書 1年）・「雪は新しいエネルギ

ー」（教育出版 6年）・「服を着たゾウ」（学校図書 6 年）の多彩な教材をもとに、典型的な

モデル（《模式》）を通して対象を見ることは、《仮説》を立てることと同じであること。《仮

説・模式》という認識方法は科学的思考と相性がよいこと。さらに《仮説・模式》は自己の

対象化（メタ認知）にも有効であることの指摘がありました。文芸作品とは、複雑に絡み合

った現実世界を作家の人間観・世界観を、作者の虚構の方法で意味づけたモデル（模式）の

一種であり、読者はその作品を典型としてとらえ思想を耕し、自己と自己をとりまく世界の

変革主体に育てる営みが文芸教育であると強調しました。 

上西の《相補》では、〈西郷文芸学は相関的相補的に基づく文芸理論である〉ことを、西

郷模式図以前の西郷文芸学理論との整理が行われました。初期の形象相関・全一性の原理は

もとより、まず、視点論から導かれる《外の目》《内の目》の同化体験・異化体験のないま

ぜとなった《共体験》論（同化と異化を表裏一体に体験する）は、視点と対象の相関関係で

あると同時に相補的であると気づきます。現実と非現実のあわいに成り立つ《ファンタジ

ー》論も、現実であると同時に非現実である相補そのものと言えます。個別的・特殊的であ

ると同時に一般的・普遍的である《典型》論も相補的な世界観から導かれたものです。人間

であると同時に動物・異類・物でもある人物論（複合形象論）も相補的世界観からだと納得

できます。比喩表現も含めて情景描写の情（きもち）と景（ようす）を相関的・相補的にと

らえることや、その反対に「ようす」と「きもち」、「事実」と「意見」の二分法の論理を読

解理論として厳しく批判してきたのは周知のとおりです。視点論・形象論・人物論・表現論・

美論・典型論・虚構論すべてが相補的世界観で貫かれていることが分かります。〈西郷文芸



記 

 

1．期 日   ２０２3 年２月５日（日）午前９時～１２時 ハイブリッド方式 

２．会 場   全国教育文化会館エデュカス東京 6 階 A 会議室 

（千代田区二番町 12－1 で地図検索／ＪＲ中央・総武線、「市ヶ谷」「四ツ

谷」駅下車「日テレ通り」歩 7 分／メトロ有楽町線「麹町」駅５・6 番出口

歩 2 分／都バスバス停「番町」近く 元日本テレビ麹町ビル前（解体後、駐

車場・番町の森公園に）、電設健保会館とダイケン・地学会館の間を入る。「ろ

うきん（労金）」の看板あり 

３．内 容   ①作文指導―この作文をどう読むか 

高橋欽一さん（東京文芸研・埼玉県川越市小学校） 

        ②「お手がみ」授業途中報告（オンライン） 

田形 智さん（東京文芸研・静岡県富士市小学校） 

4．主催・参加費・申し込み  東京文芸研／リアル参加 500 円・オンライン参加 800

円（会場費・資料代・システム利用料） 

参加申し込みは  

https://bms202302-bungei-tokyo.peatix.com/ から 

（問い合わせ 事務局・西さん） 

学は、相関的相補的世界観に基づく文芸理論である〉のは間違いありません。 

2 月例会のテーマは➀「作文指導―この作文をどう読むか」で、高橋欽一さん（埼

玉県川越市小学校）の報告です。一年生の子どもたちの表現を丸ごと受け止め、作文を深く

意味づけ、どう書く意欲を引き出すか参加者の皆さんと考えたいと思います。報告②として、

田形智さん（静岡県富士市小学校）に「お手がみ」の途中報告（オンライン）をお願いし

ました。他サークルからのオンライン参加も大歓迎です。 

次回も事務局・西真由子さんのホスト役でハイブリッド方式で行いますが、リアル参加は

引き続き先着１2 名とさせていただきます。申し込みについては、リアル参加の方も下記ピ

ーティックスからの申し込みをお願いします。例会後、例会で扱う教材以外の個別の相談に

も応じています。事前に連絡をください。カンとセンスとブームの国語の授業から、視点・

形象の相関をふまえた切実な共体験の形成、文芸体験の思想化・典型化の授業づくりをめざ

します。22 年 7 月 30・31 日の第 56回大会（オンライン）、21 年の第 55 回大会（オ

ンライン）や 18 年横浜大会、「国語の教室」、各地の講座で初めて文芸研の理論と実践に接

し興味をもたれた方、国語の授業づくりに困っている方、深い学びをと願っている方、教職

をめざしている方、青年学校受講生の方、各地のサークル例会が開催困難なサークル会員の

方々…の参加をお待ちしています。 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

https://bms202302-bungei-tokyo.peatix.com/


○ⅰインフォメーション          

▼文芸研中・高部会学習会(オンライン)1 月 13 日（金）19 時 30 分～21 時 詳細は

文芸研 HP をご覧ください。 

▼千葉文芸研国語の教室（オンライン）1 月 14 日（土）9 時～12 時 「かさこじぞう」 

講師：辻惠子 詳細は文芸研 HPをご覧ください。 

▼文芸研第 18 期青年学校冬季学習会（オンライン）1 月 21 日（土）9 時～16 時 

1 年生の国語の授業ほか 講師：辻惠子 詳細は文芸研 HP をご覧ください。 

▼八王子文芸研基礎講座（ハイブリッド）1 月 27 日（水）18 時～20 時 八王子市立

七国小学校 「お手がみ」（アーノルド・ローベル作／教育出版 1 年） 講師：田形智 詳

細は文芸研 HP をご覧ください。 

▽「文芸教育」（西郷竹彦創刊・文芸研編・新読書社刊）最新 128 号 特集「協働的な

な学び」って何だ？／127 号 特集「どうしてますか？『書くこと』の指導」 126号 

特集「教室に安心と笑いを」／125 号特集「『個別最適な学習』にどう向き合うか」／

124 号 特集「どうなる？ どうする？ 国語の授業」／123 号 特集「新学期 子ど

もたちと読みたい詩・絵本」／122 号 特集「文芸教育は役に立たないのか」／121号 

特集「私たちの考える『主体的・対話的で深い学び』」／120号 特集「学級づくりと授

業づくり―スタンダードを越えて」 好評発売中！ 各号 1500 円＋税 バックナンバ

ーあります。年間定期購読をお願いします。例会でも用意します。 

▽光村版・新教科書指導ハンドブック（学年別）発売中／新読書社より各学年 170０円 

＋税 セット割引有／この学年でどんな〈ものの見方・考え方〉を育てるかの観点で編集 

▽文芸研授業シリーズ好評刊行中！ 第 1 弾「たぬきの糸車」（新読書社）・第 2 弾「一 

つの花」・第 3 弾「おおきなかぶ」・第４弾「わらぐつの中の神様」・第 5 弾新刊「サーカ 

スのライオン」／教材分析と授業構想・授業記録がこの一冊に。板書や発問が参考にでき 

て、使いやすい・わかりやすいと好評。入門書として最適です。各 100０円＋税 

 

「朝日歌壇・俳壇」より 子ども・学校・ことば、ウクライナ、世相を詠む 

お姉ちゃんがしゅう学旅行でいない夜いつもより部屋が寒くてしずか（奈良／山添聡介） 

ぼくにだけ朝の光は重たくて明日はザムザになりそう、ごめん（知多／佃尚実）「変身」 

食べててもテレビ観てても指動きエアピアノ弾く明日は本番（四街道／山田麻衣） 

わたしにはわたしの海があることを涙の味が教えてくれた（吹田／赤松みなみ）寺山修司短詩 

４回目のワクチン終えて実験のように自分を観察してる（富山／松田わこ） 

新しい目標ができたいつの日か自分で愛車のタイヤ交換（富山／松田梨子） 

楽しかったことはいっぱいあったのになんでさよならばかりが歌になる（筑後／近藤史紀） 

子に髪を洗ってもらう言うことをよくきく大型犬の気持ちで（奈良／山添聖子） 

爆風に押し曲げられた鉄鍋の説明読む小六二人（富士宮／鍋田和利） 



野生馬に追いかけられて先生と必死に逃げた秋の遠足（平塚／秋濱泰子） 

草履から運動靴に履きかえて羽織袴の孫は駆け出す（つくば／山瀬佳代子） 

きょうだいは交代で月と太陽になりて教えてくれる月食（奈良／山添聖子） 

聞こえているようで聞こえず聞こえないようで聴いている恩師を囲む（岐阜／木野村暢彦） 

日本で生まれ学校に行き学ぶクルドの子らに働く道無し（朝霞／青垣進） 

三歳の孫と八十三歳の母、共に言う「じぶんでできる」と（大阪府／北野万希子） 

学校のレモン石鹸まだあるか網で吊るされ月照る中に（名古屋／水岩瞳） 

廃校のトーテムポールぽつねんと夕陽に赤き目をひらきをり（米沢／山下和枝） 

思い出の放課後はいつも茜色からんと落ちる高跳びのバー（松阪／こやまはつみ） 

ふと時が入れ子細工になっていく教え子の子を教える教室（可児／前川泰信） 

サンタさんは鍵屋じゃないと入れない姉の疑問にうなずく弟（福岡／藤掛博子） 

縄飛もお手玉も遊びにはみな歌がついてゐた昭和の遊び（川崎／宇藤順子） 

冬タイヤ交換済みかをチェックする山の教頭忙（せわ）し（酒田／朝岡剛） 

初氷踏む笑ひ声登校す（北本／萩原行博） 

まだ生きて子はたたかうか月白く凍る窓辺にウクライナの母（大和郡山／四方護） 

ウクライナの子がプーチンを柔道で倒した絵描きしはバンクしーらし（いわき／守岡和之） 

ミサイルやドローンが飛び交う戦争は焼夷弾からの愚かな進化（三鷹／山縣駿介） 

ロシアでもウクライナでも母たちの本音はきっと死ぬな殺すな（京田辺／藤田佳予子） 

ウクライナの新聞記事に目が潤む浪江から避難してきている吾は（いわき／守岡和之）3.11 も 2.24 も忘れない 

暗き部屋に老女が独り寒いの、と震えておりぬ これが戦争（松戸／遠山絢子） 

湯たんぽにお湯を入れ思うウクライナの冬寒かろうな辛かろうな（福島／美原凍子） 

「人はみな必ず死ぬ」とプーチンが戦死の兵の母に言いたり（観音寺／篠原俊則） 

カタールの陽光溢れる会場とローソクの灯のキーウのシェルター（三鷹／山縣駿介） 

百日を耐えれば春はまた来ると我を励ますウクライナの人（五所川原／戸沢大二郎） 

「人は死ぬ」と病死事故死もあるけれど戦死はあんたのせいだプーチン（茨城県／樫村好則） 

信長より四四二年ダブル食この地球（ほし）いまも戦い多し（高松／川端豊） 

戦場に月面、南極、エベレスト、お子様ランチに掲げる国旗（新潟／太田千鶴子） 

ハッカ出るまで罐を振るサクマ式ドロップは昭和の甘さ（東京都／長谷川瞳） 

ミサイルの飛び交ふ地球が太陽を遮り月を赤黒く染む（鎌倉／下田和夫） 

五兆もの軍事費使ってミサイル通過の有無さえ誤認のこの国（福島／澤正宏） 

軍艦の音波がイルカを殺すとぞ最たる環境汚染は戦争（京都／森谷弘志） 

栗拾い終われば銀杏拾いあり縄文人の女のように（安中／岡本千恵子） 

血みどろの地球の影に月凍（い）つる 

てふてふが渡って行った韃靼の海峡にいまミサイルが飛ぶ（国立／酒井良一）安斎冬衛短詩 

「しっかりと」「きちんと」「真摯に」ふだんからせぬ人なのか殊更に言う（登米／菅原小夜子） 

地を汚し天を穢（けが）してクリスマス（藤沢／一色伽文） 



煮こごりや魚の涙吸うてやる（札幌／関根まどか） 

言葉ひとつ脳の迷路を徘徊す（オランダ／モーレンカンプふゆこ） 

安倍さんの妻も悲しいだろうと言ふ赤城さん妻無念を語る（茨木／瀬川幸子） 

人権は平和な時代の言葉にて戦争となればたちまち死語に（筑紫野／二宮正博） 

婆様が冬の夜鍋に細き針へ糸通すごときシュートに出会ふ（坂戸／納谷香代子） 

ワクチンへ重ね著（ぎ）の腕しぼり出す（大阪／上西左大信） 

天へまつすぐ冬木立の慟哭（所沢／木村祐） 

戦争は心の破壊霜の朝（新宮／中西洋） 

武器論議まさかまさかの年の暮れ（東京都／片岡マサ） 

 

 
         スイセン 水仙の花びら氷りゐたりけり（長谷川櫂） 

 

今後のＢＭＳ予定 （原則毎月第一日曜日 9～12 時） 

        2 月 5 日（日）9 時～12 時 全国教育文化会館エデュカス東京（麹町）６A 会議室 

            3 月 5 日（日）9 時～12 時 全国教育文化会館エデュカス東京（麹町）６A 会議室 

      4 月 2 日（日）9 時～12 時 全国教育文化会館エデュカス東京（麹町）６A 会議室 

  

 

 

 

 

 

【東京文芸研学習会（BMS）連絡先】 

上西信夫      →nobu.uenishi@outlook.jp          →０８０‐３２５３‐４７４２ 

学習会で扱う教材希望がありましたら上西までメールでご連絡ください。 
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