
1 

 

        ～ものの見方・考え方を育てる国語の授業～ 2022/12/08 信天翁
アホウドリ

 記  

東京文芸研学習会（ 🎅 例会）  

―92th Bungeiken Metropolis  Seminar―（BTS でも MBS でもありません。BMS です。） 

 

散歩がてら出かける井の頭公園も大黒田公園も紅葉が盛です。12 月 4 日（日）、ハイブ

リッド方式で 12 月例会を行いました。今回は、岡祐輔さん（東京文芸研・明星学園小学

校）による「大造じいさんとガン」の教材分析・解釈と授業報告でした。他サークルの

文芸研会員も多く参加していただいた 11 月 26 日に行われた明星学園公開研での報告を

ベースにした BMS例会デビューでした。「なぜ撃たなかったのか」「ただの鳥に対している

気がしなかったのはなぜか」「卑怯なやり方とは何か」「どこが英雄・えらぶつなのか」など、

〈抱き合わせ発問〉で大造じいさんの残雪の見方を読むことの重要さが確認されました。岡

さんは、明星学園の国語研究会や BMS例会、青年学校で真摯に、貪欲に学び、着実に文芸

学理論・文芸研方式を身につけ、国語の授業づくりや子ども理解力をわがものにしつつあり

ます。授業づくりの難しさと手ごたえを感じながら日々悩み成長する教職 3 年目の青年教

師です。今回の報告も岡さんの誠実さが溢れた内容でした。 

1 月例会は、「文芸教育」誌に連載中の教育的認識論の高学年の課題を重点的に学びたい

と考えました。山中吾郎さん（東京文芸研・大東文化大）に《仮説》《模式》を、上西（東

京文芸研）が《相補》について報告します。《仮説》《模式》《相補》の課題はあまり取り扱

われていない課題で、サークル員の中でも理解が曖昧なところです。東京サークルの学び初

めにふさわしい内容と考えます。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。 

また、オンライン参加できなかったサークル会員の皆さんには、BMS 例会で扱った教材レ

ジュメをデータでお渡ししますのでご連絡ください。（最近のものでは「大造じいさんとガ

ン」「たぬきの糸車」「かさこじぞう」「三年とうげ」「わすれられないおくりもの」「きつね

のおきゃくさま」「羅生門」「みすゞさがしの旅」「木竜うるし」「光村図書・3学期の詩」「ず

うっと、ずっと、大すきだよ」「『鳥獣戯画』を読む」「固有種が教えてくれること」「すがた

をかえる大豆」「うみのかくれんぼ」「たずねびと」「プラタナスの木」など BMS 例会で扱

った教材で上西作成分） 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
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記 

 

1．期 日   ２０２3 年 1 月 7 日（土）午前９時～１２時 ハイブリッド方式 

！土曜開催です。お間違いなく 

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   高学年の《認識方法》（ものの見方・考え方） 

《仮説》《模式》―山中吾郎（東京文芸研・大東文化大）さん 

《相補》――――上西信夫（東京文芸研） 

           

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://bms202301-bungei-tokyo.peatix.com/ から 

（問い合わせ 事務局・西さん） 

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。 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ⅰインフォメーション          

▼文芸研実践研 12 月 26・27 日 神戸市・兵庫県民会館（神戸市地下鉄「県庁前」

下車歩 2 分／JR・阪神「元町」下車歩 7 分）来夏山口大会提案全レポート検討（教材分

析）／【申し込み】事務局・実践研担当：赤穂徳郁（宝塚サークル）11日締め切り 

▼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。 

▼八王子文芸研基礎講座（ハイブリッド） 1 月 18 日（水）予定 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：

https://bms202301-bungei-tokyo.peatix.com/
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上西信夫 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。 

▽「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 

「困ったらいつでも言って」のいつでもが分かっていたら困らないのに（吹田／赤松みなみ） 

けがをしたつるとかめがいた場合つるかめ算はどうなるのかな（奈良／山添聡介） 

毛虫見たらキャーと言わずにこんにちは草刈りのアルバイト三日目（富山／松田わこ） 

修理から戻る愛車はパッチリと目を開け探す私のことを（富山／松田梨子） 

俺の目を見て話せよと友だちが僕を僕から引っ張り出した（可児／前川泰信） 

この指に止まらなかった赤蜻蛉わたしは次の季節へ行くね（吹田／赤松みなみ） 

ハロウィンが近づいたからま女図かんかりに二階のママ図書館へ（奈良／山添聡介） 

「ＯＬ」や「アフターファイブ」今私は使わない母の時代の言葉（富山／松田梨子） 

手を当てず大あくびして草原のライオンの自由と孤独を知る（富山／松田わこ） 

ソロ活の充実のためランニングシューズ愛車に積んで出勤（富山／松田梨子） 

金色の折り紙二枚でお願いを聞いてくれますとなりの男子（奈良／山添葵） 

コンビニでカフェオレ買う者どうし頑張れビームを送り合う夜（吹田／赤松みなみ） 

アゲハチョウのむしゃむしゃ五郎のえさがないレモンの葉っぱを.だれかください（奈良／山添聡介） 

「青空」や「小鳥」を習う子らがいて秋の陽の差す習字教室（丸亀／金倉かおる） 

亡き父が「よんでごらん」と買いくれし『アンネの日記』いま孫が読む（町田／山田道子） 

マスクして歌ふ音楽コンクール表情見えぬ歌声を聴く（茨城県／渡辺たかし） 

運動会の練習二時間あった日の体操服の白ぞ重たき（奈良／山添聖子） 
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郡部校ばかりで教鞭執りし吾の四つの高校来春閉校（五所川原／戸沢大二郎） 

茶の花を見た事のない高校の茶道部の生徒が茶園見に来ぬ（所沢／若山厳） 

サックリとサーモンフライの音がする黙食給食三年の秋（知多／高田真希） 

母に抱かれ飢えに死ぬ子と虐待に愛をも知らず逝く子の世界（沼津／島田正幸） 

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） 

駱駝、猫、蛙、飛蝗（ばった）のポーズしてヒト科以外になるヨガ時間（取手／近藤美恵子） 

攻めること「軍事作戦」などと言い攻めらるること「テロ」と言い張る（観音寺／篠原俊則） 

傷つけしごとくにふかしゼレンスキー大統領の眉間のたてじわ（盛岡／山内仁子） 

青森は上空通過のミサイルもウクライナでは通過などせず（五所川原／戸沢大二郎） 

「侵攻に後悔はない」戦場に行かなくていいプーチンが言う（観音寺／篠原俊則） 

人が死に人が傷つく爆弾にきれい・汚いあるはずもなし（石川県／瀧上裕幸） 

ロケットは平和利用にミサイルは戦争利用同じ技術で（長野県／中山のりお） 

媼一人瓦礫の中に暖のため木片拾うウクライナの冬（中津／瀬口美子） 

この星にもともと無かりし国境を決めし時より戦争はある（観音寺／篠原俊則） 

あいさつで藤井聡太が「節目（せつもく）」と述べし出典の「弁道話（べんどうわ）」読む（東根／庄司天明） 

子ども時代最大の笑いをくれたのにもう笑えないドリフのビデオ（東京都／上田結香） 

酒に逝きし友の祭壇花あふれ「鯨の会」の名札ありけり（行方／額賀旭）「鯨飲」 

若き日に置き忘れしか老いて今高橋和巳『邪宗門』読む（八尾／水野一也） 

排泄に入浴食事にかけ回り机パソコン介護士になし（横浜／太田克宏） 

封書にて「サヨナラダケガ人生」の言葉を添えて賀状を止めぬ（亀岡／俣野宇内）「勧酒」鱒二訳 

梨泰院（イテウオン）の雑踏に知る生き物の体の重さも凶器となることを（観音寺／篠原俊則） 

比喩としてかなしいまでに言ひ得たる「群衆雪崩」誰が名付けし（菊川／後藤悦良） 

足跡のついた衣服や血のついた靴をカメラは執拗に追う（観音寺／篠原俊則） 

知りません覚えていません分かりませんそんな政治家もういりません（岡山／伊藤次郎） 

何人が餓ゑず凍えず過ごせるかあのミサイル一発分で（水戸／檜山佳与子） 

頑丈な建物はなし地下もなしカーテンを引くＪ アラートに（新潟／太田千鶴子） 

君もまた実朝みたいに心には出航できぬ朽ちた船持つ（出雲／塩田直也）鎌倉殿、渡宋への夢 

いかがわしきも疑わしきも文化の日（松山／谷茂男） 

跨ぐなと言へば踏むかや虎落笛（もがりぶえ）（東京都／伊藤直司）北の脅威 

鉛筆で冬の気持ちを語るなり（神戸／豊原清明） 

大根も大根足もよかりけり（東京都／長谷川瞳） 

冷ややかや水がいつしか水らしく（玉野／勝村博） 

人の死へ銀河鉄道下りて来し（横浜／飯島幹也） 
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        石路（ツワブキ）と千両（センリョウ）  

つはぶきの花の日々新たなり（高野素十） 

ありたけのひかりあつめて石路黄なり（細木芒角星） 

 

 

 今後のＢＭＳ予定 （原則毎月第一日曜日 9～12 時） 

        1 月７日（土）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 

        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） 予定 

 

 

 

 

 

 

【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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