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大学の授業における教育内容論の教授（２）

｢こぶとり」の比較検討をとおして

藤原幸男

ＴｅａｃｈｉｎｇｏｎＥｄｕｃａｔｉｏｎａｌＳｕｂｓｔａｎｃｅTheory
inTeacherEducation（２）

YukioFuJIwARA＊

Todaytheinstructiveintelplctaｔｉｏｎｏｆｔｈｅｆｏｌｋｓｔａｌｅｈａｓｃｏｍｅｉｎｔｏｗideusea-

mongstudets、ItookUpthefOlkstale⑤Kobutori”inTeacherEducation，andanalysed

thelもsponseofthestudentsaboutit・AStheresultIconfinnedthetendencyto
interp定titinstructive．

二つの「こぶとり」 それに対して坪田の「こぶとりじいさん」は平

易な口調で書かれているものの、人物描写があい

まいで、行動の必然性が読みとりにくい。描写の

仕方だけでなく、「外の目」からの描き方がされ

ていて人物の心情が読みとりにくい点にも原因が

あるように思われろ。この点に学生が気づくかど

うかが、一つの焦点である。また、文末の「それ

で、となりのおじいさんは右に－つ、左に一つ、

二つのコプを持つ、大コプじいさんになってしま

いました。人まねしてはならないというお話です。

めでたし、めでたし。」における問題がある。｢入

まねしてはならない」という教訓がそれ以前の文

章表現や筋の展開からでてくるかどうか、疑問で

ある。このことに学生が気づくかどうかが、もう

一つの焦点である。

「こぶとり」の比較検討は、「教科内容の訓育

性」への認識をいっそう深めようとして、先に引

き続き(1)行なわれたものである。（実施１９８１年
５～６月）。学生に検討させる素材として、前と

同じく木下順この再話（「こぶとり」『日本民話

選』岩波少年文庫）と坪田譲治の再話（「こぶと

りじいさん」『日本tfかしぱなし集（二）』新潮
文庫）を選びだした。

木下の再話は、語り手がいつのまにかじいに同．

化してしまう語り方が取られていて、二人のじい

の性格を論議ざせネライにせまるのに最適である

ように思われる。文学的味わいも深い。とりわけ

踊りに加わる場面、踊りの場面の描き方はすぐれ

ている。踊り終っての場面などは論議を呼び起こ

すように思われろ。そこでは最初のじいは、全く

のお人好しではなく、計算高い側面をも持ってい

ろ。人間における両側面の混在をどう理解するか

を読者はせまられるのである。

｢中等教育原理Ⅱ」における比較検肘

(1)授業の進め方

授業時間に教材文と作業用紙を配り、約30分間

作業をさせた。作業用紙には、表現・文体、人物

の描き方、話の進め方別の比較検討と、「どちら

の『こぶとり』がおもしろいか」「子どもに話し
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て聞かせるとしたら、どちらを選ぶか」の設問を

指示しておいた。前者は時間が足りなくてまだ書

いていない学生もいたが、後者については、轡い

ていないと議論できないので全員書<ようにと指

示し、しばらくして回収した。回収後すぐに学生

の選択を分類した。その結果次のようになった。

その数を黒板に記入し、分布状況を知らせた。

表３「子どもに賭して聞かせる」の理由

子どもに話して聞かせる

｡語り口調で、話して聞かせるのによい

・トレレトレレなどおもしろい表現

木
下
再
話

･簡略化されていて、論理的

説得力がない

．最後の表現で、「人まねし

てはならない」というふう

に道徳的にとらえている

表１授業での選択状況

おもしろい 子どもに話して聞かせる

１８

３１

１

木下再話

坪田再話

両方

･話が簡単、単純でわか

りやすい

｡全体として童話らしく、

和やかな雰囲気

･単純に善悪を区別できろ

｡昔話の教訓が伝えやすい

(人まねしてはならない）

11 最初のじいは

ずる賢い

坪
田
再
話

これをみると、「どちらがおもしろいか」では

木下再話を圧倒的に支持しているが、「子どもに

話して聞かせろ」では逆転し坪田再話が圧倒的に

多くなっていろ。後者については、これほど多く

なるとは予想していなかった。人数を確認した後

で、それぞれの主要な意見を下記のように整理し、

板書した。さらにそれをいくつかの論点にまとめ、

学生たち同士で意見交換および話し合いを行なわ
せた。

木下再話を「おもしろい」とした学生は、「表

現のおもしろさ」（９人）、「細かいところまで

鱒いてあって、迫力がある」（７人）、「昔話ら

しい語り口調」（５人）を理由とし、２１人の学生

が表現のことに注目していろ。表現の点で、木下

再話は多くの学生を引きつけていろ。他に描き方

において、「人物の内面を表現していて、おじい

さんの心情がわかりやすい」とするものが９人も

いろ。これに対して、坪田再話を「おもしろい」

とした学生は数が少なく、「ストーリーが明確で

なじみやすい」（４人）、「昔話らしい」「じい

さんの気持がわかりやすい」（２人）、「鬼でな

く天狗」（２人）などとなっている。

「子どもに話して聞かせる」では、「おもしろ

い」の場合と逆の傾向がでている。木下再話では、

「子どもがたいくつせず、興味をもちそう」「表

現がおもしろい」（13人）、「坪田再話における

教訓が気に入らない」（５人）を理由としていろ。

それに対して坪田再話では、「文体・表現がわか

りやすい」「話が単純」（26人）、「善悪がはっ

きりしていて、教訓が伝えやすい」（７人）であ
る。

授業では前半で「表現のおもしろさ」について

表２「おもしろい」の理由

おもしろい一四蕊栴
木
下
再
話 人まねしてはいけない

というのは早計、抵抗

がある

坪
田
再
話

鬼でなく天狗

が出てくる
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扱い、両再話を比較させたが、学生の考えはそれ

ほど変わらなかったようだ。後半で教訓性につい

て扱い、意見交流を行なった。その後で、大川悦

生の「ふたりのじぃのこと」(2)を読んでおいた。
そうしておいて、とりわけ「人まねしてはならな

い」「最初のじぃはずる賢い」に関わって、授業

後に感想文を轡いて提出するよう指示して授業を

終えた。

描いていろ。しかし人まねをしたことは、後のじ

いさんの立場に立ってみれば仕方のないことでは

ないだろうか。邪魔でしょうがないこぶを取るの

に、他にどんな方法があると言うのだろう。それ

を、人まねをしたからだめだという結論を強制す

るのはどんなものだろうか。これに対し木下の方

は、後のじいさんを単に失敗したじいさんとして

描いていろ。むしろこの方が押しつけがましい教

訓話よりも、単なる楽しい民話として素直に受け

入れられるような気がする。」（79生、Ｎ・Ｋ）

「私は坪田譲治氏が最後に書いた言葉（､１人ま

ねしてはならないというお話です。めでたし、め

でたし。〃）に対して、大いなる反感をもってい

ます。坪田さんが隣bのおじいさんの立場だった

らどうでしょう。誰でも隣りに住んでいるおじい

さんの立場だったら、やはり必ず一度は『あのお

じいさんのように自分もこぶをとってもらいたい』

と思うにちがいありません。そして誰でもとなり

のおじいさんと同じように急に会いに山に登るは

ずです。」（79生、Ｓ・Ｍ）

「私は坪田先生の『とぶとりじいさん』を読ん

で論理性に欠いていろと思いました。ちなみに、

果してマネしたおじいさんは悪い人なのでしょう

か？マネしたおじいさんは悪い性格の持ち主であ

るということは少しも書いてありません。踊りを

踊ったり歌を歌ったりすることで、彼のこぶを取

ってもらいたいと思うことは、悪いことなのでし

ょうか？筆者が章末に書いたい人まねをしてはな

らないという話です。めでたし、めでたし〃とい

う結論は、いかにも早計で、説得力もなく、まち

がった教訓のように思います」（79生、１．Ｎ）

三つには、「人まねしてはならない」という教

訓に多くの学生は否定的であるにもかかわらず、

そのことが木下再話への評価に必ずしも直結して

いない。いく人かの学生においては、次にあげる

ように、隣のじいをかわいそうという気持が強ま

り、木下再話を必ずしも良しとしないのである。

この点については、民話における民衆の生きざま

を類似の民話の「つづけ読み」によって学生自ら

がつかみとることが必要となろう。また、そのよ

うな教材プログラムをどう作成するかが今後の研

究課題となるであろう。

「木下再話のほうは、人物の心の動きや場面な

(2)学生の反応

学生の感想文を読んでみて、さまざまな要素が

影響を与えていることがわかった。多くの学生は

木下再話の方が文学的にすぐれていておもしろい

としながらも、にもかかわらず、「子どもに話し

て聞かす」には坪田再話をあげていろ。そのあた

りを、分析してみたい。

一つは、木下再話を子どもが理解できるかとい

う疑問である。何人かの学生は、子どもに読解力

がなければむつかしいのではないか、ととらえて

いる。例えば、次のようである。

「木下氏の作品は、これはもう文学と言えると

思う。伝聞的な話によって読者を引き込んでいく。

状況説明の言葉一つにしても、咽重み〃が感じら

れろ。ある程度の国語力がないと、木下氏による

作品の効果（うまみ）を把握できない」（80生、

Ｙ・Ｓ）

「木下順二氏の作品は、文章ひとつひとつが長

く、その行間に、微妙な登場人物の心の動き、人

間性を読み取る力がそなわっていなければ、その

作品の内容や意味を把握するのが困難なのではな

いか。したがって、必然的に小学生あるいは中学

生にとっては理解しにくい物語であろう。」（79生へ

Ｙ・Ｈ）

このような疑問を解決するには、授業記録や子

どもの反応がほしい。（本質的には、表現や文学

性のゆだかな木下再話は歓迎されるのではないか

と私は考えている。）

二つには、「人まねしてはならない」という坪

田再話の部分には多くの学生が否定的で、かなり

の学生が隣のじいさんの心境になって感想を書い

ていろ。

「坪田の方は、初めのじいさんを良いじいさん、

後のじいさんを人まねをした悪いじいさんとして

－２６５－
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表５授業での選択状況（２）どがこまかく表現されていろ。内容は、坪田再話

のような善悪を問題にした物語ではなく、人まね

をした爺さんが損をしてしまったというかわいそ

うな話である。この爺さんは、前の爺さんよりた

またま踊りが下手だっただけであり、爺さんにと

っては精一杯だったろうに。私はこの爺さんに同

情してしまいます。」（78生、Ｍ・Ｋ）

「自分の好みをぬきにして考えてみろと、木下

さんの方が坪田さんの方よりも善悪の差がない。

木下さんの方を考えてみると、後に出てきたおじ

いさんは、ただ歌がへたで踊りも上手でないとい

うことだけで、こぶをもらったことになる。する

と、この話は悲しい話となるのではないか。（７８

生、ＥＯＧ）

「前者の爺は要領よく立ち回って事を自分の都

合よく運んだけれども、後者の爺は要領が悪くう

まくいかなかったとも言えるのではないかと思う。

だとすれば、前者の爺はずるく、後者の爺は正直

でシャイな人間であるといえよう。それならば、

この話は正直者がバカを見る例であるとも言える

のではないかと思う。ごく単純に善悪を決めてい

る方が理解しやすいといえるのではないだろうか。

人それぞれの立場、考え方でどうにも解釈できろ

というのは、自由であって不自由なのではなかろ

うか。」（80生、Ｋ・Ｓ）

勢
一
一
８

これをみろと、「中等教育原理Ⅱ」の場合と異

なって、両者はいずれも同じような傾向を示して

いる。逆の傾向（「おもしろい」では木下再話が

多く、「子どもに話して聞かせろ」では坪田再話

が多い）になると思っていたので、予想外であっ

た。受講生のちがいを反映しているのであろう。

人数を確認した後で、それぞれの主要な意見を下

記のように整理し、板書した。さらにそれをいく

つかの論点にまとめ、学生たち同士で意見交換お

よび話し合いを行なわせた。

表６「おもしろい」の理由

おもしろい

111齢［
｢教育課程」における比較検討

(1)授業の進め方

「中等教育原理Ⅱ」の場合とほぼ同じように進

めた。学生の選択を分類した結果、次のようにな

った。その数を黒板に記入し、分布の状況を知ら

せた。

表４授業での選択状況（１）

｡やんわりした明るい感じ

･表現が簡潔、読みやすい

．話が明快

坪
田
再
話

･天狗は親しみがもてろ

･教訓話として書かれてあるところ

－２６６－
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表７「子どもに話して聞かせる」の理由 分のいやだと思っているこぶを取ってもらいたい

という気持もわかる」（78生、Ｅ・Ｓ）として、

「人まねしてはいけない」の教訓部分を批判して

いろ。これに対して坪田再話の支持者は木下再話

の良さを認めながらも－討論の成果であろう－，

「しかしあまりにもおじいさんの心情が露骨に書

かれるのも問題だと思う。『人間なら誰しもそう
ママ

恩うはずﾎﾟご』ということで何でも可でも話の中に

取り入れてしまっては悪影響をも与えかねない。

例えばおじいさんが『しめたと思う』箇所は人間

の本質を教えることよりも『人間のずるさ』の面

が全面的に出ているし、さらにおじいさんは『し

めたと思う』だけじゃなく心にもないことを演技

してみせるのである。確かに人間の行動には裏表

の両面を備えているが、この場合、おじいさんが

心の中で鬼をあざむいたことで子ども達に優越感

を与えてはいけないと思う。たとえ一晩にしろ－

緒に飲み、歌い、踊った、友だち〃ではないか。

そのことの方が人間の本質ということよりも大切

だと私は思う」（80生、Ｎ・Ｋ）と、最初のじい

さんの「ずる賢さ」を批判しているのである。

二つには、子どもにおける自由な発想をめぐる

問題である。

木下再話の支持者は、たとえば、「最後の所で

『こぶとりじいさん』の方は人まねをしてはなら

ないと書いており教訓的であるが、『こぶとり』

の方は子どもにそれを考えさせる点でも教育的な

内容だと思う」（79生、Ｓ・Ｍ）、「坪田再話で

は文中において、あまり人物について詳しく書い

ていないのに最後に結論みたいなものを読み手に

強制するのは、少しおかしいような気がする。物

語を読んでそれをどう読みとるかは、本人の自由

な考えにまかせた方がよいような気がする」（７９

生、Ｔ・Ｔ）としていろ。

これに対して、坪田再話の支持者は、「最後の

方の『人まねをしてはいけないということです』

という部分をみて、『自由な発想をさまたげるの

でいけない』という意見がありましたが、私は、

全然、何もつかめないよりはいいと思います。そ

して、物語を読んでいて心の中にもやもやという

考えが浮かんでいる時に、それをきちんと知らせ

てあげることは、子どもに納得がいってよいと思

うのですが。木下さんの作品の場合は、いろいろ

子ども、に話して聞かせろ

･表現が豊か（擬声語）

･筋の展開がリズミカルでおもしろい

識

木
下
再
話 人の不幸をよろこ

んでいろ。教訓を

おしつけている

坪
田
再
話

「おもしろさ」の点では、木下再話では「表現

の豊かさ・楽しさ」（12人）、「おじいさんの心

理描写」（７人）を理由としてあげていろ。これ

に対して坪田再話では、「表現の簡潔さ・読みや

すさ」「話の明快さ」をあげていろ。ここに大き

な差異がでていろ。

「子どもに話して聞かせろ」では、「おもしろ

さ」に現われた点のいくつかは引き継がれている

が、注目したいのは、相手を批判しているところ

である。木下再話の支持者は坪田再話を「人の不

幸をよろこんでいろ」「教訓をおしつけていろ」

とし、坪田再話の支持者は木下再話にでてくる最

初のじいを「ずる賢い」としていろ。授業ではこ

このところを中心に議論した。議論はかなり白熱

し、盛りあがった。議論の成果は、授業後に提出

された感想文に反映されていろ。

(2)学生の反応

学生の感想文を読んでみると、「中等教育原理

Ⅱ」の場合と共通する点をもちながらも、いくつ

かの点で異なっていろ。

反応の一つは、じいさんの心理描写に関わって

の人物像の問題である。木下再話の支持者のいく

人かは、「後のじいさんにしても、こぶを取りた

いと思うのは人情ではないか」（79生、Ｋ・Ｔ）

「誰もがいやな事から避けたいという気持をもっ

ているのだから、後から出てくるおじいさんが自

－２６７－
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『こぶとり』の方は魅力も充分にあるし、場面毎

に変化していくおじいさんの心情がよくとらえら

れ、又、そこを問題にすることによって教育的な

気さえもするのである。」（79生、Ｔ・Ｙ）「坪田

本における鱈』鱈』は、実直で人真似をしな

いか、否かで判断するべきだ。木下本については、

そうとばかりもいえない。総合的能力の所有者こ

そが曙』なのである。子供に曙』噛』の観
念を叩きこみたければ、坪田本を与えておけばよ

かろう。これは道徳（修身）用である。しかし、

子どもの独創性、自己の確立を高めさせようとす

るなら木下本に限る。６t善』『霊!』の問題は簡単

に割り切れるものではない。そのあり様は、複雑

にして摩訶不思議なアラベスクである。それを、

あやふやな価値観で枠に入れて子供に教える道徳

教育はもう不必要だ。木下本を与えて、現代社会

における枠のない新しい現代道徳教育を施すべき

だろう」（79生、Ｔ・Ｋ）という批判的な意見が

ある。

そこでは、国語・道徳のどちらで扱うかよりも、

「道徳の見直し」や、「作品を文学として豊かに

読みとっていくことが道徳になる」という見解、

したがって国語教材→道徳教材とみる見解が萌芽

的に示されていると見ることができよう。この点

を、議論でつめていく必要があったと考えられろ。

な考えがあっていいのですが、複雑すぎて子ども

には何を言わんとしているのか解らないと思う」

（80生、Ｍ・Ｙ）、「木下氏の作品では、おじい

さんと読者を－体にさせるところがあり、心理的

変化なども読者のものとして考えることはできる

が、その局面での対応ということで大目にみても

かけひきがクローズアップされてくる以上、民話

を聞く年齢の子どもたちには却って夢をみろとい

うことができないのではないか。一つの作品から

教訓一つをおしつけるのが子どもたちの感受性を

損ねろと考えられないこともないが、空想は文体

表現の中から様々に広がっていくもので、まして

幼ない子どもには教訓を様々に考えるのは無理な

ところがあるのではと考えろ」（80生、Ｙ・Ｙ）

としていろ。

三つには、国語教材として扱うか、道徳教材と

して扱うかという問題である。

「子供に読んでやる場合、作品を通して何かを

教えろという意図をもつ。が、道徳の教材として

か、国語の教材としてかでは考え方が違うと思う」

（79生、Ｋ・Ｍ）、「子どもに話して聞かせるな

らどちらがいいかと言えば、優劣はつけがたい。

しかし教材として取り上げるのならどうか。その

際、単に民話として捉えるか、国語教材、道徳教

材としてか、捉える立場からの判断に差異がある

かどうかという疑問が生じてきた｡.……･･（中略）･･･

……扱う教材の対象で両話の価値を位置づけたい」

（79生、Ｒ・Ｋ）という意見がある。

これに関わって、「ただ単にＵ引何々をしてはい

けないというお話でした』等といったことで、教

育的・教訓的に結びつけようとすることは、その

教材の持つべきおもしろさを壊しかねないのでは

ないか。…･･……･…教訓的には書かれていないが、

注
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