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～ものの見方・考え方を育てる国語の授業～ 2022/11/07 信天翁 記

東京文芸研学習会（
―91th

Bungeiken

Metropolis

）

Seminar―（BTS でも MBS でもありません。BMS です。）

都心も例年より早く色づき始めた 11 月 6 日（日）
、ハイブリッド方式で 11 月例会を行
いました。今回は「BMS 秋の民話まつり」と銘打って「たぬきの糸車」
「かさこじぞう」
「三年とうげ」の教材分析・解釈を上西が報告しました。授業で ICT 機器がどれだけ活用
しているかのみに関心が寄せられる現状。指導書通りの単元目標・評価規準の授業の広がり
に対して、真に「主体的・対話的で深い学び」の成立に、教材分析力と子ども理解の教師の
専門性の重要性、国語科の教科内容・教材目標を明確にすることが強調されました。
「たぬ
きの糸車」では、視点と対象の相関関係として読むこと。「かさこじぞう」では、ことばの
確かさをふまえた授業で、恩返し譚に留まらない作品の思想に迫ること。
「三年とうげ」で
は、プラスの中にマイナスの要因があり、マイナスをプラスに変換するおもしろさ（美と真
実）について報告されました。
12 月例会は、岡祐輔さん（東京文芸研・明星学園小学校）の「大造じいさんとガン」
（5 年）の教材分析と授業報告です。インフォメーション欄に紹介しました明星学園公開研
での実践報告をベースにした報告になります。岡さんは、明星学園の国語研究会や BMS、
文芸研第 18 期青年学校で旺盛に、真摯に学ぶ青年教師です。
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
次回も先着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「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
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。
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記
1．期

日

２．会 場

２０２2 年 12 月 4 日（日）午前９時～１２時
全国教育文化会館エデュカス東京

ハイブリッド方式

6 階 A 会議室

（文芸研ＨＰか千代田区二番町 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

「大造じいさんとガン」教材分析・授業報告
報告：岡祐輔（東京文芸研 明星学園小学校）

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://bms202212-bungei-tokyo.peatix.com/ から
（問い合わせ 事務局・西さん）

i インフォメーション
○
▼千葉県・松戸市合同教研

彡

11 月 12 日（土）10 時～16 時

松戸市立牧野原小学校

秋山亮介さん（千葉文芸研）
「一つの花」レポート
▼文芸研第 18 期青年学校 11 月例会（オンライン）11 月 12 日（土）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） 11 月 26 日（土）9 時～12 時

楽しく豊

かに読む詩の授業 センセイポータルか facebook から申し込み
▼明星学園公開研（オンライン） 11 月 26 日（土） 小学校分科会「くじらぐも」
「モ
チモチの木」
「大造じいさんとガン」

申し込み等詳細は明星学園小学校 HP「公開研究

会」から
▼文芸研実践研究会

12 月 26・27 日 兵庫県民会館（神戸市地下鉄「県庁前」下車）

来夏山口大会全レポート検討（教材分析・解釈 授業構想編）
2

▽「文芸教育」
（西郷竹彦創刊・文芸研編・新読書社刊）最新 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 □ウクライナ＋戦争□を詠む万葉の歌・句 その⑦
イジュームに四四七本の番号だけの十字架の立つ（西海／山本智恵）
柳条湖この三文字がどこにもない「九・一八」の日本の新聞（薩摩川内／川野雄一）
友達と戦争ごっこ「戦争」はそれしか知らぬ団塊世代（筑紫野／二宮正博）
予備役の兵三十万に命下すその動員に自身は含まず（石川県／瀧上裕幸）
プーチンは「ヒロシマナガサキ」使いおり三度目脅（おど）す材料として（観音寺／篠原俊則）
徴兵に国民露と消えゆけり（八王子／額田浩文）

「朝日歌壇・俳壇」より 子ども・学校・ことばを詠む
人生を見直し恋も見直して夏を旅した友の話聞く（富山／松田わこ）
ZOOM では気づかなかった先生の研究室に並ぶサボテン（吹田／赤松みなみ）
ナポリタン撥ねないように食べるときちょっぴり思い出す人がいる（吹田／赤松みなみ）
妹の煮込み料理に癒される社会人そりゃ色々とあるのよ（富山／松田梨子）
二学期の席がえとなりの男の子お道具箱にバッタはいない（奈良／山添葵）➤新学期となりの席
の男の子お道具箱でバッタをかってる（山添葵）2 年前の歌を彷彿。作者の男の子を見る目の確かさよ。

モーツァルト続けて５，６曲弾けば見えない羽が背中に生える（富山／松田わこ）
写真映えするとろふわのオムライス食べつつ食べたい母のオムライス（富山／松田梨子）
遠足でじょう水場の地下へ行く電気はついたけどこわかった（奈良／山添聡介）
涙にも声にもなれない感情を優しく逃がすための溜息（吹田／赤松みなみ）
先輩と飲めば仕事も人生も大変だけど楽しいと知る（富山／松田梨子）
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ねりけしででんでんむしを作ったよ見てもらいたい人がいるから（奈良／山添聡介）
すず虫をだいて下校の三連休（成田／かとうゆみ）

千奈ちゃんの献花台には花よりもペットボトルの多く並べり（観音寺／篠原俊則）
マスク外した君うっすらと髭のあり藤井君から藤井さんになりたり（川崎／稲田テツ子）
東大寺の注連縄となる稲を刈る宇佐のわらべら利鎌（とがま）をもちて（大分／岩永知子）
三年生最初で最後の文化祭映（ば）えスポットに自撮り待ちの列（ふじみ野／片野里奈子）
泊りがけ修学旅行復活し娘の心配パジャマとドライヤー（北九州／福吉真知子）
コスモスと同じ背丈になった子とコスモスよりも高くなった子（奈良／山添聖子）
制服のふたりはやおら向かい合いマスクのままキス

暮れゆく駅で（神戸／鈴木まや）

学業のビリは他人（ひと）には知られぬが〈かけっこ〉のビリは公衆の前（横浜／毛涯明子）
風合瀬（かそせ）とふ美しき名の駅にあり海に没（い）る日の最後の光（東京都／嶋田恵一）
母恋（ぼこい）とう駅の名きけばはるかなり母と訪いたる室蘭の地よ（恵庭／五十嵐容子）
草むらにばさつと大きな音のして雀鷂（つみ）が小鳥を下げて飛び行く（前橋／萩原葉月）
医療費が二倍になっても通院を止めたら命に係わる宿痾（しゅくあ）（川越／西村健児）
すり減った消しゴムだけが残されて消された過去は丸まっている（江別／永橋敦）
平和賞要らぬ世となれ後（のち）の月（横浜／高野茂）旧暦九月十三日に見える月・十三夜
汚れたるオリンピックや秋燕忌（しゅうえんき）（相模原／はやし央）１０月２７日角川源義の忌日
野辺に咲く屁糞葛（へくそかずら）の可愛さよ牧野博士に苛（いじ）められても（可児／田上勇嗣）
息子には「そうだね」と言い夫には「どうして」とつい返してしまう（三鷹／大谷トミ子）
「丁寧に」
「真摯に」
「重く」意味のなき枕詞の生まれし国会（観音寺／篠原俊則）
おかえりごくろうさまがビタミンと日暮に気づく母なき家路（長野／内山明子）
秋晴れに国葬辞めろのデモに行き「こんな人たち」の仲間入りする（東京都／矢野公和）
カラーテレビがついに我が家に来た夜に出たぞ猪木のコブラツイスト（西条／村上敏之）
年古りても大切な若き友三人アンとアンネと草原のローラ（松山／大塚千晶）
新米と新酒の「新」を満喫す（新潟／岩田桂）
長き夜や私やっぱり紙が好き（小平／原田昭子）

今後のＢＭＳ予定

（原則毎月第一日曜日 9～12 時）

12 月 4 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
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

【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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☆彡
（オンライン方式 Zoom および youtube を併用)

蹴ちらしてまばゆき銀杏落葉かな（鈴木花蓑）

◆期日：

2022 年 11 月 26 日（土)
時間 AM10:00 ～ PM３:30

◆内容：

Ⅰ．全体会 特別講演（10；00～12：00）

西谷 修

氏

テーマ：「教育の基本に立ちもどる～話す生き物の養育」
西谷 修氏プロフィール ：哲学者。1950 年生まれ。東京大学法学部卒業。東京都立大
学大学院人文科学研究科修士課程修了。明治学院大学教授、東京都立大 学大学院教
授、立教大学大学院特任教授を歴任したのち、東京外 国語大学名誉教授、神戸市外国語
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大学客員教授。フランス文学、 哲学の研究をはじめ幅広い分野での研究、思索活動で知ら
れる。 主な著書に『不死のワンダーランド』(青土社)、『戦争論』(講談社学術文庫)、『夜の
鼓動にふれる―戦争論講義』(ちくま学芸文庫)、 『世界史の臨界』(岩波書店)、『戦争と
は何だろうか』(ちくまプリマー新書)、『私たちはどんな世界を生きているか』(講談社現代
新書)などがある。 ロシアによるウクライナ侵攻は、現代においても戦争は現実の問題であ
り、 いつでも起こりうるものであるという事実を私たちに突きつけています。 今年の全体会
では、戦争という切り口から現代社会を見つめ、論じている 哲学者の西谷修氏をお迎えし、
お話を伺います。この時代を生きる私たちにとって、教育はどのような意味をもつのでしょう
か。皆さんと教育の基本に立ちもどり、考える機会となればと思います。 多くの皆様のご参
加をお待ちしております。

Ⅱ．分科会（13:00～15:30）
小学校 国語

「豊かに読むことを豊かに書くことにつなげるためには」 昨年度は「子ども

の文章表現をどう読み合うか」というテーマで、日常の出来事から感じ、考えたことを、主題
意識、相手意識のある文章で表現する子どもを育てることをめざしました。また、子どもが
綴った文章表現から、その子らしい表現を認め、生き方を励ますことを大切に研究してきま
した。 子どもの「表現力」は、豊かで深い「読みの力」との相互作用で育ちます。文学教材
からさまざまな表現方法、仕組と仕掛を学び、主題・思想をつかんでいくことは、より自由に
文章で自分を 表現することができる子どもを育てることにきっと繋がっていきます。そのた
め、今年度は「表現力」 の基礎を耕す、文学教材の「読み」の授業を公開します。参加者の
皆様には、公開研の授業事実から、昨年同様忌憚のないご意見をいただければ幸いです。
講師 上西 信夫（文芸教育研究協議会）

司会 本校教諭(各分科会ごと)

授業者 1 年生 菅野 将希 「くじらぐも」 3 年生 北村 奈穂 「モチモチの木」
5 年生 岡 祐輔 「大造じいさんとガン」

（他の分科会は略）

◆ 申込み 明星学園小学校 HP「公開研」→Peatix（外部サイト）よりお申し込みく
ださい。費用：1,000 円 (資料代として／後日、報告集をお届けします)
申し込み期限：11 月 26 日（土）AM10：00 まで
◆ 問い合わせ先 ０４２２－４３－２１９７
公開研事務局：平山勲／教務事務：小林枝里子

◆ ご挨拶 あと 2 年で創立 100 周年を向かえる明星学園では、常に「研究」というものを大切
にしてきました。 100 年前に絶対主義的教育目標とその実現を目ざす前近代的な画一主義の注
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入教授、とりしまり主義的訓練等に対して批判していくことは、並大抵のことではありません。しかし
明星学園の創立同人である赤井米吉は、「その新たなる教科課程は従来のそれの如き厳格なる鐵
鎖であってはならぬ。土地に応じ、学校に応じ、又児童個人に応じても可柔性あらねばならぬ。」と、
それまでの教育とは違った道を模索し始めました。 我々が重要視しなくてはならないのは教育の
「方法」と「内容」です。「方法」については時代の流れとともに「受動的注入」から「主体的思考」
へと変わってきました。さらに我々は学校を「教化」のための機関ではなく、生活・学習の共同体、つ
まり教師も子どももお互いに刺激し合い、共に学んでいく場であるとも考えています。そしてその教
育の「内容」もまた、目の前の子どもたちの現状に即して考えられなければならないものです。ドルト
ン・プランの翻訳を手がけた赤井米吉ではありましたが、結果から言うと、赤井はこの案のもつ精神
から、そこに多くの善きものがあることを認めつつも、明星学園において全面的に実施することを躊
躇しました。その理由の一つは、このプランが教育の内容について語らず、学習の方法・形態の変革
のみを問題にしている点にあります。赤井はこの学園において、教材研究こそ起こすべきだと考えて
いたのです。「方法」についても、「内容」についても、重要なのは、教育の科学的研究であります。そ
してその「研究」は実際に授業を行ってそこから立ち表れる課題を見出すことによって行う研究であ
るはずです。明星学園では 1960 年代から、その研究を客観視するためにも「公開研究会」を開催
してきました。今年度もコロナ禍の中の公開研究会、オンラインという形となりますが、皆様とともに
研究をできる場があることの喜びを感じます。どうかそれぞれの分科会では、忌憚のないご意見を
頂戴できればと存じます。

明星学園小学校校長 照井伸也
（明星学園公開研究会要項より抜粋）
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