
  

文学を読む意義としての「物語る力」の育成 

―文学を読み、物語を創作する１年間の学習を通した自己形成― 
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１ 問題設定                               

はじめに筆者である私自身の体験を述べさせていただきたい。筆者は、ある生徒につい

ての懇話の中で発せられた心理士の次の言葉が、今も心に突き刺さっている。「自分を振り

返られる子どもは、自身の言動をコントロールできるようになるので、成長が期待できま

す」。自らの行いをメタ的に捉え語り直すことで、制御する力が身に付いていく。この生徒

は、小学生当時から自己を振り返ることができていたので、中学生としての今の成長した

姿があるのだと。  

この例が示すように、臨床の場では「言葉」の機能や可能性への注目が高まっている。

医療と言うと科学的根拠を基にした科学的説明を想像するが、それをクライアントに伝え

る手段はやはり言葉なのである。どのような言葉でどのように構成して伝えるか。そこに

は物語的な説明が必ず存在する。他方、クライアントが話す言葉は、「自己語り」として捉

えることができる。自己を対象化して語ることについてブルーナー（ 1998：108-109）は、

「「メタ認知」の働きによって自分自身の行為を反省する能力から自己が生まれてくる」と

述べる。冒頭のエピソードは、自己語りによって自己を形成していった典型と言えよう。  

しかし、教室には自身の行いを言葉で振り返ることが困難な子どもたちもまた存在して

いる。これは今日、筆者だけが抱える問題ではないだろう。そこで本研究では、国語科に

おいて自己形成に機能する物語る力はどのように育成していくことができるか探っていく。 

筆者は、住田勝（ 2020）の「物語る力」

に着目した。住田は、「文学は楽しいが役に

立たない」という児童生徒の調査結果を受

け、コンテンツがコンピテンシーに結びつ

いていない点に文学教育の今日的課題を捉

える。そして、文学を読む意義を「物語る

力を育てること」と措定する。文学体験を

通じて、物語に触るための観点である「認

知的道具」（表 1）が内面化していき、それらを用いて自身を物語る。この営みは、自分自

身を「物語テクストという鏡に映し自らと対峙することにほかならない」と述べる。獲得

した言葉の力は、自己形成という社会的文脈で機能するのである。さらに、住田勝（ 2019：

167）は国語科の責務を次のように述べる。  

物語と言う、人類がことばとともに世界に在れ出たときから、営々と私たちとともにあり、私た  

【表１】認知的道具（住田， 2020： 9） 
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物語る力は、物語創作の力として国語科で育むことが求められるのである。  

その一方で、物語創作指導に悩みを抱える教師が多いという報告がある（三藤恭弘，

2015：62）。ブルーナー（ 2004：52）は、「ほとんどの学校は慣行としてナラティブとい

う技――歌、ドラマ、小説、演劇等のいずれにせよ――を取り扱ってきているが、生きるこ

との必需品としてよりも、「装飾的なもの」として、余暇を彩るもの、そして時には道徳的

な戒めとさえ扱っている」と批判する。物語創作を「生きることの必需品」、すなわちコン

ピテンシーの育成という文脈に位置付けたとき、物語創作指導の課題も同時に解決してい

くことができるのではないだろうか。  

本研究では、文学の読みが自己形成に機能するという考えに基づき、文学の読みの学習

を生かして物語を創作するという一連の学習過程を、学習者の具体的な姿を基に描き出し

たいと考える。そこでまず、「物語ること」の意義と、「物語ること」が国語科でどのよう

に実践されてきたかを概観し、成果と課題を整理する。  

２ 物語ることの意義と国語科における先行研究                              

やまだようこ（2000：20-23）は、心理学研究における論理実証モードと物語モードを

対比させ、「人生は、なぜ「物語」として研究されねばならないのでしょうか？」と問いを

立てる。そして、答えとして次の 7 点を挙げる（筆者要約）。  

①  私たちがふだん論理―実証モードではなく、物語モードで生きているから。  

②  知識が物語化すると記憶しやすいから。  

③  出来事と出来事の結びつきと配列が新たな意味を生み出すから。  

④  個別具体事例は、同一化と模倣を促し、生き方のモデルになりやすいから。  

⑤  コミュニケーションに威力を発揮しやすいから。  

⑥  論理的知ではなく、感性的知にかかわっており、人を感動させ、人の気持ちを揺り動かす知

だから。  

⑦  人間がライフを「生きる」生態的リズムとあっているから。  

この 7 点は、「物語ること」の特徴や可能性として置き換えることができるだろう。例

えば①では、「自己は物語の形式で存在する」（野口裕二，2002：37）という指摘にあるよ

うに、科学もまた語りによって伝えられ、理解されるのである。③の特徴について、野家

啓一（2005：10）は、「歴史は「物語文」を語るという言語行為を離れては存在しえない

といわねばならない」とする。歴史的出来事は、複数の出来事を関連づけるという「人間

的コンテクスト」の中で生成し、増殖し、変容する。私たちは、人間的コンテクストを欠

いた論理実証モードの中では生きていないのである。⑥⑦に関しては、坂部恵（ 2008：54）

ちを私たちとして象り、私たちにとって世界を有意味な様式で象り、私たちが生まれ、死んでいく

いのちの営みに、意味を与え続けている方法。それを書きなす力は、職業作家のみに許される特殊

能力ではもちろんない。すべての子どもが物語を語る力を内面化することを、言語教育はその目標  

に含める義務がある。  



3 

 

が、「かたりの位相」について次のように論ずる。  

（前略）目前日常の効用の世界にしばられた生活により深く奥行のある生命の彩りと味わいを加え、

ときにまた、記憶と想像力の範型（パラダイム）の膨大な貯蔵庫から、あれこれの目前の行動や決断

への指針と素材を提供するものとしてはたらくことにもなるだろう。  

「目前日常の効用の世界」とはすなわち論理実証モードの世界である。そこにおいて物

語モードは「人を感動させ、人の気持ちを揺り動かす」機能がある。そしてそれは、未来

への指針としてもはたらくのである。  

このように、「物語ること」の意義や可能性が諸学の裏付けのもとに明らかにされている。 

では物語る力は、どのようにして私たちに内面化していくのだろうか。松本修（ 2006：

15）は、野家を引きながら「言語化の過程における一種の技術」に着目する。  

物語る力は、文学テクストを読むことによって学びとられているのである。国語科の学

びは、ここを出発点として構成していくことができる。  

 次に、国語科において物語ること、すなわち物語創作の指導がどのように行われてきた

かを見ていく。塚田泰彦（2009：9）は、「何も型どおりに物語創作の手順や知識を与えな

くても、大体のところで、ほとんどの学習者は、「物語を書いてみることができる」のであ

る」と述べる。なぜなら、物語を読むことを通して蓄えてきた潜在的な知識があるためだ

とする。読むことを通して学びとった言語化の能力を無意識に用いるか、意識的に用いる

のか。ここに学びを構成する二つのアプローチが存在する。  

 学習者に自由に創作をさせるアプローチでは小川利雄（ 1973）の実践がある。小川は、

児童の「書く自由」を保障する立場にあり、創作指導の方法について、きわめて抑制的な

姿勢を貫いている。ストーリーやプロット、作品の形態についても全く触れていない。  

対して、物語る技術を意図的、戦略的に指導していくアプローチでは、内田伸子の研究

の成果を援用した実践が認められる。内田の見いだした物語文法は次のように理解できる。 

物語は「設定」＋「事件」＋「目標」＋「解決の試み」＋「結末」＋「心的反応」という基本的な

構成要素と、その配列からなっている。（内田， 1990： 31）  

 三藤恭弘（2010）は内田の研究を援用し、物語文法を学ぶミニレッスンや物語の設計図、

プロップのカード等を用いながら、戦略的に物語る技術を与える立場にある。意図的な指

導による意識的な技術運用の有効性が認められる。  

他方、勝田光（ 2014）は、この相反する二つのアプローチに竿を指す授業を展開する。

学習過程は、まず、「学習者は物語を書いてみることができる」という事実に立ち、中学生

知覚を言語化するための能力は生得的で自明なものではない。それは学びとられるものである。  

そしてその言語化の能力は、まさに言語との、しかもテクストとの出会いによって典型的に学び

とられている。  
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に絵本の挿絵のみを提示し、物語を創作させる。次いで、原作を読み聞かせ、物語文法を

学び、最後に創作文を作り直すというものである。その結果、「１．異なるタイプの物語文

法を比較・検討する場を設定すること、２．具体的な作品に即して物語の構造を検討する

場を設定すること」（p.30）を指導の要点として見いだす。文学作品の読みに即した形で物

語文法の効果を検討することによって、知識の内面化が促されたのである。文学の読みと

物語創作の有機的な連関の在り方が示されている。  

次に、物語創作の題材について見ていきたい。本研究で取り上げた実践では、ファンタ

ジーを題材としたもの、文学作品をリライトしたもの、日常生活を題材としたものがあっ

た。いずれの実践も「自身を映し出す鏡」として機能していると考える。物語で用いた「た

とえ」には本人の性格が現れるので、物語はそれ自体が倫理的である。物語のテーマ、出

来事、メタファーに書き手の倫理観が表象することから、そこに自己が投影されていると

見ることができるのである。  

さて、教室における学習者の自己形成の過程を見ていくためには、継続した実践と観察

が求められる。また、様々な学習・生活状況にある学習者を対象にしていくことによって、

本研究の成果が担保されると考える。以上、ここまでの検討を通じて明らかになった物語

る力を育成するための学習の要点を次のように整理する。  

・物語ることは、自己を映し出す鏡である。よって物語る力は、人間が自己を形成していくうえで

必須の能力であり、それは典型的に文学テクストの読みによって学びとられ蓄えられていく。  

・物語創作をするとき、物語るための技術は蓄積の中から無意識に引き出され用いられる。しかし、

文学の読みと物語創作の有機的な連関を考えたとき、意識的に運用していくことによって、物語

るための技術のメタ認知がはたらく。  

・物語に触るための観点「認知的道具」は、文学の読みの学習や物語創作の過程で検討することに

よって、内面化が図られる。  

・学習者の自己形成や物語る力の変容の過程を捉えるためには、継続的な授業実践と、多様な学習・

生活状況にある学習者を対象とした分析が求められる。  
 

３ 研究の目的と方法                               

 本研究は、文学を読むことと物語創作の連関を図った授業を継続的に行い、物語る力を

育成するための学習の要点を明らかにすることを目的とする。  

研究の対象とするのは、小学校 4 年 A 組（33 名）における 2020 年度の授業実践である。

学習分析を通して明らかにしたいことは、次の 2 点である。 1 点目は、学級全体を対象と

して学習者の変容を捉え、学習過程を評価することである。 2 点目は、学習者個人の 1 年

間の学習の様相を捉え、自己形成や物語る力の変容の過程を明らかにすることである。  

研究の方法は、まず、先に整理した学習の要点を踏まえて筆者が取り組んだ 1 年間の授

業実践を概観する。次に学習過程を評価するために、3 月に実施した「物語学習ふり返り
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アンケート」の結果を量的に分析する。分析の観点は、「（１）学習者の成長・変容」、「（２）

文学の読みと物語創作の連関」、「（３）認知的道具の運用」である。その際、学習の様相を

具体的に示すことを通してアンケート結果を補完する。  

そして、2 点目の学習者個人の変容過程を明らかにするために、読書実態の異なる 2 名

の学習者を取り上げ分析する。選書には学習者の興味・関心の傾向が表れるのみならず、

読解や創作の能力とも相関があると考えるためである。以上のように、量的、質的両面か

ら学習分析することを通して、本研究から導かれる知見の妥当性を担保したいと考える。  

４ 実践の概要                              

1 年間の授業実践は表 2 の通りである。総合的な学習

の時間に校区を流れる河川に関わり続け、そこでの経験

を基にした物語創作を行ってきた。また、文学の授業で

は、学習者が見いだした物語作品の良さや特徴を「物語

の宝箱」に蓄積し、物語創作の際に用いられるようにし

た。本研究では、「物語の宝箱」と「認知的道具」を同義で用いる。5 月、6 月は「書いて

みることができる」という考えに立ち、「物語の宝箱」の蓄積はない。その後「物語の宝箱」

の蓄積を始め、10 月には「物語の宝箱」をワークシート上に配置した「物語の設計図」（図

1）を用いるようになった。学習者は 1 年間で合計 9 編の物語を編んだことになる。  

【表 2】 1 年間の物語学習の概要 

時期  物語創作  総合学習  文学の授業  物語の宝箱  読み聞かせ  

5 月～  
7 月  

①保倉川中流の物語  
②保倉川上流の物語  

保倉川下流探検  
保倉川中流探検
第 1 回、第 2 回  
保倉川上流探検  

白いぼうし  
ポレポレ  

【ポレポレ】事件と解決、伏
線、時間の工夫  
※その他、児童 の創作物
語から適宜「宝箱」にアイテ
ムを加える。以降 同じ。  

いいからいいから  
いいからいいから２  
おしりたんてい  
種をうえる人  
ウェズレーの国  
うんちはどこかに行くの  

8 月～  
9 月  

③昔の保倉川、大瀁用水の
物語  
④運動会の物語  
⑤一つの花「十年の年月」の
物語   

昔の川学習会、大
瀁用水学習会  
ダム、浄水場、下
水道センター見学  

一つの花  
【一つの花】キーアイテム
（象徴）、キーワード、語り
手、視点  

ちいちゃんのかげおくり  
あるひあるとき  

10 月  ⑥水道水の物語  
保倉川防災学習会
第 1 回  

  物語の設計図①の使用    

11 月  

⑦保倉川の物語ブック  
※これまでに創作した物語
のパワーアップか、防災の
物語を選択。作品を製本し
読み合う。  

保倉川防災学習会
第 2 回、第 3 回  

  物語の設計図②の使用  
読み聞かせ会（ゆらゆら
ばしの上で、注文の多
い料理店）  

12 月  ⑧ごんぎつねの続き話  
クリーンセンター見学  
保倉川の学習のまと
めをしよう  

ごんぎつね  

【ごんぎつね】オノマトペ、葛
藤、悲劇の作り方 、第三の
人物、わざと書かない、最
後の一文、語り継ぐ  

真っ黒な弁当箱（語り
継がれる構造として）  
手ぶくろを買いに  

1 月  
～3 月  

⑨自分物語を書こう  
※作品を製本し読み合う。  
※1 年間の物語の学習を振
り返る。（アンケートの実施）  

「保倉川学習会」を
開こう  
「総合さいごのまと
めの会」を開こう
（防災キャンプ）  

世界でいちば
んやかましい
音  

物語の設計図③の使用  
ワークシート「さまざまな私」  

  

「物語の宝箱」の観点化に当たっては、次の先行研究を参考にして授業者が行った（内

田 1990、住田 2020、三藤 2010）。「認知的道具」（住田 2020）との対応は、表 3 の通りで
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ある。また、「物語学習ふり返りアンケート」の項目は表 4 の通りである。  

【表 3】「認知的道具」（住田 2020）と「物語の宝箱」の対応表  

 

  

 

 

【表 4】「物語学習ふり返りアンケート」の質問項目    

 

 

 

 

 

５ 学習過程の評価――アンケート結果の分析を基に                              

（１）学習者の成長・変容  

まず、1 年間の物語学習を通して学習者自身が「成

長した」「変化した」と「質問 5」に回答した結果を見

ていく（表 5）。最も多くの回答があったのは、記述量

の増加である。次いで、「考える力」や「想像力」など

思考力の成長に関する回答が多かった。そして、「物語

の宝箱」を使えるようになったことがこれに次いだ。

学習者はこれまで、文学作品の良さを考える経験はあ

ったが、それを活用して物語を創作する経験はなかった。これらを意図的に運用できるよ

うになったことを成長として挙げている。このように、物語創作に直接的にかかわる「記

述」「想像力」「物語の宝箱の使用」を成長と捉えた学習者が多いことから、物語る力が一

定程度育ったと考えることができる。  

 少数意見に目を向けると、まず、「人や動物などの気持ちを考えられるようになった」（C

児）がある。他者の視点の獲得と言える。視点人物を通して自分の行為を捉えることは、

自らを制御していくことにつながる。また、D 児は、「生活をしていく中でこの出来事は、

物語にするとおもしろいかもしれないみたいに思う出来事が見つかるようになった」と回

答している。身の回りの出来事を再構成しようとする視点を得たことは、「物語モードで生
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【表 5】自分が成長したことや生活や考

え方などで変化したこと（複数回答あり） 

【図 1】物語の設計図①（部分） 

設問 分析の観点

物語を読む学習で、学んだことや大切にしたこと、感想などを書きましょう。

物語をつくる学習で、学んだことや大切にしたこと、感想などを書きましょう。

物語を読む学習と物語をつくる学習は、つながっていると思いますか。（関係している
か）【とてもつながっている・まあまあつながっている・あまりつながっていない・ほと
んどつながっていない】

②文学の読みと
物語創作の連関

物語の宝箱のアイテムについて答えましょう。（アイテムの一覧から選択。複数回答可）

ア 大切だと思った宝箱のアイテムを教えてください。

イ 好きだった宝箱のアイテムを教えてください。

ウ むずかしかった宝箱のアイテムを教えてください。（いくつ選んでもよいです）

エ 今後、使ってみたい宝箱のアイテムを教えてください。（いくつ選んでもよいです）

これまで物語をたくさんつくってきて、自分が成長したことや、あなたの生活や考え方な
どで変化したことを教えてください。

①学習者の成
長・変容

最後に、今後、物語を読んだり、つくったりする学習で、自分がしていきたいことを教え
てください。

2

1

番号

③認知的道具の
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6

5

4

3

分類の観点 人

たくさん書けるようになった。 11

考える力がついた。想像力がついた。早く考えら
れるようになった。

8

物語の宝箱、アイテムを使えるようになった。 5

苦手だけど書けるようになった。 4

気持ちを考えられるようになった。 3

うまく書けるようになった。 2

物語が短くなった。 2

生活の中で出来事の発見ができるようになった。
／もっと本を読みたいと思うようになった。／相手
の意見を聞くようになった。／友達と協力できるよ
うになった。／字がきれいになった。／なし。

各1
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きている」という言説を学習者自らが自覚していると言え、高次な気付きと捉えられる。  

（２）文学の読みと物語創作の連関  

 では、文学の読みが物語創作に機能したと学習者自身は実感しているのだろうか。「質問

3」の回答を基に分析を進める（表 6）。結果を見ると、まず「つながっている」という肯

定的評価が 80%以上と非常に高い割合となっている。理由の記述の一つは、物語を読んで

感じた「すてきなところやすごいところ」を応用して物語を創作した学習経験を述べるも

のがある（D児、E児、F児）。具体的には「物語の宝箱」の発見と活用ということになる。も

う一つは、「作者の発見」である。物語創作の過程で味わった「試行錯誤」が大きな経験と

なっている。読み手を想像して書く経験が、書き手を想像して読むことを芽生えさせたと

言える。今後の文学の読みにおいて、作者との対話が一層駆動していくものと考えられる。  

【表 6】「物語を読む学習と物語をつくる学習はつながっているか」の回答結果（ N＝ 33） 

選択肢  人  ％ 主な理由の記述  

ともてつながっている 16 48% 

・物語を読んで、すてきなところやすごいところを応用して物語を書くと、物語

をもっとすてきにできると思うから。（D） 

・ぼくたちが読んだ物語はもとはちがう人がぼくたちと同じで書いていた。（G） 

・ちがう人の作った本を読んで、試行錯誤とかをして、ぼくたちがつくると思う

からです。（ I） 

まあまあつながっている  11 33% 

・読んで、その読んだ物語を参考にして物語を作っていくと成長できると思い

ます。（E) 

・つながってないやつもあるしつながってるものあるから。（H) 

・自分が読んだ本を少し真似すると、本の書き方が、もっと上手になると思う

から。（F） 

あまりつながっていない  2 6% 
・作るときに、関係させるか、考えていないから。（J） 

・「ポレポレ」とか教科書だから。（K) 

ほとんどつながっていない  3 9% ・読む人がちがう。（L) 

無回答  1 3%   

合計  33 100%   

（３）認知的道具の運用  

最後に、文学の読みと物語創作をつなぐ道具として機能した「物語の宝箱」の運用につ

いて検討する。「質問４ア～エ」の回答数は次の通りであった（表 7）。  

【表 7】「物語の宝箱」に関するアンケートの回答数  

 

 

 

 

まず、回答数の全体的な傾向を見てみると、上位分類の物語言説、物語行為、ミクロ構

造のそれぞれの合計値がまんべんなく分散していることが分かる。「物語の宝箱」使用の選

択が学習者に委ねられていたこと。そして、使用に当たっては個に応じた反応があったこ
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好きだったアイテム 1 2 4 1 5 1 1 4 1 4 1 1 9
大切だと思うアイテム 1 2 1 2 4 1 3 1 3 1 1 1 9
難しかったアイテム 1 1 1 1 1 2 3 2 3 1 1 5 1 3 2
今後使いたいアイテム 3 3 1 1 3 3 1 3 3 3 1 1 2 3

小計 4 3 2 6 4 2 2 9 8 10 1 7 1 5 5 4 0 15 4 5 6 21

合計

物語に描かれた「存在」 物語の「時間」

15 49 24 36

マクロ構造
ミクロ構造（表現）物語言説

物語行為
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とがうかがえる。  

次に、下位分類に当たる各アイテムの回答を見ていく。回答数 3 以上、小計 5 以上に網

掛けをしてみると、回答の傾向が浮かび上がってきた。本研究では、回答の多かった 2 つ

の認知的道具に着目し、学習の様相を具体的に検討していく。1 つは、「物語に描かれた「存

在」」の「キーアイテム」、もう 1 つは、「物語行為」の「最後の一文」である。  

① 物語に描かれた「存在」――「キーアイテム」  

「キーアイテム」は、住田（2017：61）において「ドラマ展開を制御する」ものと定義

され、例として「ごんぎつね」における「うなぎ」や「火縄銃」などが挙げられている。

アンケートでは「好き」「大切」の回答が複数あり、肯定的に受け入れられる傾向にあった。

理由の記述では、「キーアイテムを使うとエンディングやこれからどうやって物語を進める

かなどが考えやすい」（D 児）などがあった。「キーアイテム」を中心に物語の展開を構想

したこと。特にそれを物語の結末に関与させたことがうかがえる。  

次に、「キーアイテム」を発見、検討、運用していく様相を「一つの花」の授業（ 9 月、

全 6 時間）を基に分析する。第 4 時で問い「コ

スモスのトンネルには、だれの思いがつまっ

ているか。」を提示した。学習者からは表 8

のような意見が出された。続く全体交流で「コ

スモス」にお父さんの願いがつまっているこ

とを捉え、コスモスを「キーアイテム」と意

味づけ物語の宝箱に加えた。  

次に「キーアイテム」を使用する様相を見ていく。本作品は、「お父さん」が出征した描

写の後に 1 行の空所があり、これに続いて「十年の年月」が経った場面が描かれている。

そこで、第 6 時に問い「「十年の年月」にどんな物語があったのだろう。」を提示し、空所

部分の物語を創作した。条件は、本作品の「キーアイテム」である「コスモス」を用いる

ことである。M 児が作った作品は次の通りである。  

お父さんが行ったら、ゆみ子とお母さんは家に帰りました。ゆみ子はすぐにコスモスの花を庭に

植えました。いつもはにぎやかな食事も、二人は静かに食べました。  

ゆみ子とお母さんは、お父さんのことを思いうかべて、よくねむれませんでした。  

次の日の朝。ゆみ子はまっ先にコスモスの花に水をやりました。  

するとお母さんは、「アラ、どうしたのその花。」もらったの、と言いました。するとゆみ子はこ

う答えました。  

「お父さんからもらった一つの花。いっぱいにするの。」  

お母さんはおどろきました。  

「それはたのしみね…。」  

となみだぐみながら言いました。  

【表 8】コスモスのトンネルには、だれの思い

がつまっているか 

だれの思いか 考え・理由 

ゆみ子 大きく育ってほしい。/増えて

うれしい。/「一つだけちょう

だい」が「いっぱいに大きく」

なった。 

お父さん ゆみ子もコスモスも元気に育

ってね。/やさしい気持ち。/

天国から見ていて、「ちゃんと

育ててくれたね」という思い。 
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お父さんも天国から見ています。  

もう一回水をやっている時、ゆみ子にはこう聞こえました。「がんばれ。」と。ゆみ子にしかその

声は聞こえませんでした…。  

M 児の作品には、コスモスを一生懸命に育てるゆみ子が描かれている。それを見るお母

さんは、コスモスとお父さんが重なり涙ぐむ。結末では、ゆみ子に、おそらくお父さんで

あろう「がんばれ」の声が聞こえる。お父さんの象徴としてのコスモスを中心にして、ゆ

み子やお母さんの言動が統制されていることが分かる。また、結末の表現に、お父さんを

感じながらコスモスを育てていくゆみ子の未来が予感されている。M 児は、コスモスの象

徴性を的確に捉え、コスモスと登場人物が織りなす物語を紡いだと言える。  

さらに、単元「自分物語を書こう」（3 月）において、「キーアイテム」を用いる様相が

見られたので学習の様相を示したい。「キーアイテム」を「好き」「大切」と回答していた

D 児は、夢にしている職業に就き働く様子を物語に描いた。そこに、キーアイテムとして

「砂時計」を登場させた。物語の中で「砂時計」は次のように表現されていた。  

D 児は、キーアイテム「砂時計」に現在と未来を行き来するスイッチ、すなわち時間を

つかさどる機能を担わせている。D 児は、物語展開を制御するアイテムを用いて、未来に

思いを馳せる現在の自己を物語ることができたと考察できる。  

② 物語行為――語り納めとしての「最後の一文」  

「最後の一文」は、個別で見ると 2 番目に回答が多かった認知的道具である。ただし、

注意を払いたいのが「好き」「大切」が 7 名であったのに対し、「難しかった」「今後使い

たい」も 8 名あったことである。使うのが楽しくもあり難しくもあった実態が浮かび上が

る。回答の理由は表 9 の通りであった。  

【表 9】「最後の一文」に関する回答と理由の記述  

回答した選択肢  主な理由の記述  

好きだったアイテム（ 4 名） ・最後の一文がすごく大事で最後の一文を変えるだけで物語がすごく

いい話になる。（ N） 

大切だと思うアイテム（ 3 名） ・最後の一文を工夫するだけで、物語が変わると思うからです。それ

だけ最後の一文が物語を決めるのです。（ I） 

難しかったアイテム（ 5 名） ・最後の一文は、最後を不思議な終わり方になったりハッピーエンド

になったりするので、使いこなすのがむずかしかった。（ D）  

今後使いたいアイテム（ 3 名） ・今は難しいから今度使ってみたい。（ A） 

文学の読みの学習では、「ごんぎつね」の授業（12 月、全 10 時間）の第 9 時に問い「最

後の一文をどう思うか。」を提示し、評価する学習を行った。そして続き話の創作において、

（題名）キラキラ砂時計  

（冒頭部）私は今とてもこまっている、この砂時計のことで。  

（展開部）砂時計をひっくりかえしてみると、なぜか見えている世界がまっくらになり、30 びょう

くらいたつと家の前にいた。  

（終末部）それとどうじに、わたしの砂時計の砂が全部下におち、目の前がまっくらになった。／

そして目をあけてみると、テーブルの上でねていた。「夢かな」そう思った。でもわたしのポケッ

トには、砂時計のすながビンにつめられたものがはいっていた。  
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「最後の一文」を学習者が用いた、つまり作者になったとき、その価値を実感した半面、

困難さも味わったと考えられる。しかし、この「物語文法を検討する過程」が内面化のた

めに重要なことは、先の勝田（ 2014）の指摘にあった通りである。「最後の一文」のよう

な「大切だけど難しい」といった傾向は、「時間の工夫」「葛藤」「キーワード（象徴）」な

どでも見られた。これらは、物語る力を構成する認知的道具の中で価値の高いものと考え

られる。  

では、実際に学習者は、「最後の一文」を用いどのような物語を創作したのか。ここでは、

「ごんぎつね」の第 10 時に創作した O 児の続き話を見てみる。  

 ごんぎつねをうった次の日加助が兵十の家に来ました。  

「兵十、いるか？」  

 加助が戸を開けるとそこには、きつねの死体とくりや松たけがゆかに落ちていました。  

「兵十、それ、、」「あぁ、神様じゃないが、村にいたずらをしたごんぎつねだよ。」  

 兵十は昨夜のできごとを話し、、  

「加助、今日は一旦帰ってくれ、、」  

 兵十はおっかあのはかに行った。  

「おっかあ、おれころしちまったよ。また一人になっちまった。」兵十がはかに話すと、  

「――」と兵十に何か聞こえた。  

「え、、」と言い兵十は思わず泣いてしまいました。  

 兵十の目にうつったのは、「一人じゃないよ」といったおっかあとごんぎつねでした。  

 「ごんぎつね」は、ごんを視点にストーリーが展開し、ごんが死をもって兵十と通じ合

う悲劇が描かれている。対して O 児の作品は、「また一人になっちまった。」と兵十の視点

から語ることによって、兵十の引き裂かれそうな思いが見事に表現されている。しかし、

最後の一文において、「一人じゃないよ」とおっかあとごんが兵十をなぐさめ、カタルシス

が訪れる。読者に救いと感動を与える表現であるとともに、読者に解釈の責任を委ねる効

果も認められる。O 児の作品分析を通して、語り手（作者）と聞き手（読者）の対話を喚

起するのが、「最後の一文」の機能であると認めることができた。  

（４）考察  

 学習過程を評価するために、アンケート結果を基にした分析を行った。文学の読みの学

習と物語創作を通して、現実を再構成したり、他者の視点から物事を捉えたり、自己を物

語の中に表現したりするようになったことから、社会的文脈で機能するコンピテンシーが

育成できたと考える。また、一連の学習過程においては、物語に触るための観点である「認

知的道具」が有効に機能し、学習者に内面化していった。以上の結果から、物語る力を育

成する学習過程を示すことができたと考察できる。  

６ 学習者個人の変容――物語る力の成長と自己形成過程の分析                              

（１）A 子の事例 
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① 学習者の実態とアンケート結果  

A 子は、『入門百科＋（プラス）』や、『まんがひみつ文庫』など、実用的、科学的図書を

好む一方で、『赤毛のアン』や『アンの青春』なども図書館から借りていることから、日頃

から物語にも親しんでいる女児である。3 月のアンケートでは、自身の成長や変容を「文

章をたくさん書くのが苦手だったけど好きになった。」と振り返っていることから、当初は

読む活動に比べて書く活動には苦手意識があったことがうかがえる。認知的道具について

は、「最後の一文」と「語り手」を「大切」と回答している。理由は、「語り手を変えただ

けでもおもしろくなったりする。最後の一文を書くだけでその後どうなったか分かる。」と

答えている。一方、「最後の一文」を「使うのがむずかしかった」「今後、使っていきたい」

とも回答している。A 子にとって重要性と難しさが並立する認知的道具であったことが分

かる。A 子がこのような認識へ変容していった過程を明らかにするために、以下では「物

語行為」に焦点化した分析を行う。  

② 初期の物語創作  

A 子が初めて創作した物語は「保倉川中流の物語」（6 月）である。総合学習で川探検を

したことを「アメンボ」の視点から語り直した。川に遊びに来た A 子たち人間に、「ぼく」

であるアメンボや友達のオタマジャクシなどが捕まえられる物語である。現実の出来事を

アメンボの視点から再構成していることから、視点人物や語り手といった認知的道具を用

いて、始めから書いてみることができたのが、A 子である。  

③ 文学の授業  

次に、読書に親しみ、「物語行為」の内面化も見られる A 子が、どのように物語る力を

変容させていったのかを文学の読みの様相から探っていく。「最後の一文」は、「ごんぎつ

ね」の授業で「物語の宝箱」に加えた認知的道具である。「ごんぎつね」は、「青いけむり

が、まだつつ口から細く出ていました。」という象徴的な語り納めとなっている。第 9 時

に問い「最後の一文をどう思うか」を提示し、まず「けむり」が象徴するものを学級全体

で検討した。全体交流において A 子は次のように発言した。  

  

15A はい。え：：、ごんの魂。 

16T ごんの魂。  

17C （（笑い））  

18C ごんの魂。  

19T 素敵ですね。けむりがごんの魂だと。 

20P だから青いのか。 

21C 普通に怖いじゃん。 

22L じゃあ兵十、ごんの魂打ったってこと？ 

23T A 子さんもうちょっと説明してくれる？こ

れ、ごんの魂？どの辺がそう思いました？ 

24A はい。え：：っとね、ごんの魂が天国に向

かってる＝  

（（中略））  

31T じゃあ M さんも、どうぞ。 

32Ko けむりはいつか消えてしまうから、それと

一緒に消えてしまうのかな／／と。 
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33Q ／／だってつつ口から出てるもん。魂。 

34T みんな言いたいこと分かった？二人の言い

たいこと＝  

35R ＝うん。えっとね、魂ってね、天国に上る

から、ヒュ：：ン／／と。 

36E ／／たま、魂の、銃の、けむりみたいに、

魂も、あの：：何だっけ。 

37R ゆっくりと消え去っていく＝ 

38E ＝あ（ .）そう！ 

（（中略））  

61L でも先生、先生さ、天国に上ったって書い

てないよ。  

62T 書いてない書いてない。どこにも書いてな

い。けど、このけむりが天国に上っていくって

イメージと重なるってだけなんだよね？ 

63R そうです。  

  

 これに続いて、65E「兵十が、ごん打っちゃったときの、悲しみが、青いけむりって表

現してるんだと思います。」という発言があり、「けむり」の象徴性を様々に捉えた。そし

て、A 子は最後の一文を「不思議な終わり方。最後の文があるからまだ続きがありそう。」

と評価した。結末を明確に説明しない暗示的な表現に余韻を感じるとともに、その後の展

開を読者に委ねる機能を感じ取っていると言える。  

続く第 10 時に「最後の一文」を用いて続き話を創作した。A 子の作品は次の通りである。  

その次の日、兵十は、まずおっかあに、ごんのことを話しました。  

「おっかあ…いつも栗をくれたのはごんだったんだよ。」  

兵十はおっかあにほうこくした後、加助の家に行きました。でも加助の家の前にくると、ごんのこと

を話す勇気がなくなりけっきょくはなすことをやめました。そのまま家へもどりすぐごんをおはかに

うめました。兵十は毎日毎日、おはかにおまいりにいきました。あるひ、いつものようにおはかに行

きました。おはかに着いてよごれている一ぴきのきつねを見ました。  

「ごんなのか…。」  

そういってその一ぴきのきつねをだきしめました。  

「このきつね、けがをしている。」  

そのきつねを家で手当てをしてあげました。そしてきつねをもとの場所へもどしました。次の日、兵

十は朝起きてびっくりしました。なんとげんかんにいわしが置いてありました。  

「これは…」  

兵十は心の中で、  

「ごん、天国でがんばっているかな。」  

 作品では、兵十がごんを打ってしまったことを亡くなった母に報告する一方、加助には

伝えられないという葛藤が描かれている。すると、「よごれている一ぴきのきつね」が現れ

る。兵十はきつねを抱きしめ、助けることによって自らの心の傷を癒し、ごんに思いを馳

せるという結末である。この作品で特徴的なのが、兵十の心内語で作品が閉じられている

ことである。兵十のその後の全てを説明するのではなく、しかし、兵十の心の中でごんが

生き続けていることが分かる表現となっている。余韻を残す語り納めが読者の感動を誘う

ものとなっている。文学の読みで意味づけた「最後の一文」。A 子の難しさを感じながらも、

試行錯誤しながら用いていこうとする姿を認めることができた。  

④ 保倉川の物語  

 総合学習で水が循環する仕組みを学んだことを受けて、10 月に「水道水の物語」を創作

した。そして、11 月の「保倉川の物語ブックをつくろう」において A 子は、この物語を再

構成して文集に綴ることを選択した。同じ物語がどのように変容したのかを分析し、A 子
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の物語る力と自己の変容を意味づけたい。それぞれの物語の概要は次の通りである（表 10）。 

【表 10】 A 子の「水道水の物語」の変容 

10 月の物語は「しずく」を主人公にする工夫が見られる。一方の再構成した物語では、

「私の昔の話をしてあげる」と語り手が「しずく」自身に変化している。また、「物語の設

計図」に「時間の構成を工夫したい」と表明し、物語の現在にいる語り手の語りから始ま

り、過去を回想し、再び現在に戻るというサンドウィッチ構造の展開をつくった。作品の

テーマは、始めの物語よりも主人公の「幸せ」が前面に出ている。「いじわるなお母さんが

きらい」で、昔住んでいた海に移り住めたことが理由として語られている。  

この物語の変容に A 子の物語る力や自己をどのように捉えることができるだろうか。一

つは「自立」ということが言えるだろう。一人称の語り手を立て、自らの判断で行動して

いく主人公に、A 子の求める姿が投影されていると見ることができる。最後の一文でお母

さんに視点を当てることで、さらにそれを強調する効果が認められる。もう一つは、物語

の「時間」を再構成していることである。現在の「幸せ」という結果から過去の要因を遡

る思考が見られる。現在と過去の出来事を結ぶことには人間的コンテクストが介在する。

A 子は、現在という結末に過去の出来事を意味づけ、結びつける術、すなわち今ある自己

を再構成する物語る力を獲得したと見ることができる。  

⑤ 考察  

 始めは苦手だった物語の創作。しかし、A 子は、文学の授業や認知的道具を手がかりに

しだいに物語を構想できるようになっていった。「物語行為」の「語り手」や「最後の一文」

に価値を置き、積極的に用いていった。物語る力の伸長に伴って、物語の中に求める自己

創作時期  10 月  11 月  

題名  「しーちゃんと海」  「しーちゃんと海」  

冒頭  ある日、しずくのしーちゃんが川でい

つものように泳いでいるとお母さんが、 

「お買い物に行ってきてくれる？」  

しーは、  

「はーい」  

と言ってお買い物に行きました。  

私はしずくのしーちゃん！  

 今、私はとっても幸せ。なぜなら広い広

い海にいるから。私の昔の話をしてあげる。 

展開の概要  主人公のしーは、昔住んでいた海に憧れ

ている。「絶対に行ってはいけない」と

いう母との約束を破り、浄水場、家、下

水処理場を冒険し、海に戻る。そして再

び川に戻ると、母に叱られてしまう。  

いじわるなお母さんがきらいな主人公のし

ーは、頼まれた買い物に行く機会をねらっ

て、昔住んでいた海に逃げる。浄水場、家、

下水処理場とわたり、海に辿り着く。  

結末  「ごめんなさーい。でも海に行くまで浄

水場で私きれいになって家に行ったん

だけどその人がものすごく水を無だに

するんだよー。」  

「それは、いけないね。」  

「だから今度人間になったら、水は、無

だにしないようにする。」  

「がんばって！」  

そして今、私は幸せ。  

 いじわるなお母さんは、しーちゃんがい

なくなってさみしく暮らしている。  
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の姿を表現したり、今ある自己を捉え直したりすることができるようになっていった。以

上の結果から、A 子は認知的道具の「語り手」や「最後の一文」を用いることを通して、

自己を映し出す鏡としての物語が、さらに輝きを放つようになったと考察できる。  

（２）B 男の事例 

① 学習者の実態とアンケート結果  

 B 男は、『かいけつゾロリ』シリーズや恐竜の図鑑を好んで読む傾向にあった男児である。

アンケートでは、「物語の「時間」」に関する回答が多くあった。まず、「大切」と回答した

認知的道具に「事件と解決」を挙げ、「事件からの解決は物語のつきものだから」と理由を

書いている。「好きだった」「使ってみたい」には「悲劇の作り方」を挙げている。「物語の

ほとんどで悲劇を作った」ことが理由であった。「時間」に分節を与える「事件と解決」、

そして「悲劇」。これらの認知的道具を組み合わせて物語を創作できるようになったことが

うかがえる。また、物語学習を通した成長や変化を、「初めて物語を書いたときはアイテム

をなにも使えなかったけど、だいぶなれてきて真の物語を書けるようになった。」と記述し

ている。認知的道具の使用によって「真の物語を書けるようになった」と述べているよう

に、1 年間の学習を通して自身の物語る力の成長を実感していることが分かる。そこで、

学習分析においては、「時間」を分節する「事件と解決」「悲劇」の運用について検討する

とともに、「真の物語を書けるようになった」と表明するに至った経緯を紐解いていく。  

② 初期の物語創作  

「保倉川上流の物語」（7 月）では、川のきれいさを調査したこ

とを下敷きにして物語を創作した。作品の冒頭は次の通りである。 

（題名）上流へ、いった  

今日も、上流へやってきた。親友の見知らぬおっさんは、こう言った。

「よし今日も調べるゾ。」流れが強すぎて、主人公のぼう人間は流されて

しまった。急いで泳ごうとしたが、見知らぬおっさんは、 99999 才だから

もう泳げません。しかも昔から、泳げませんでしたから。しかたなく、見

知らぬおっさんが主人公となりパックテストから始めた。標準色 10 と 13

で、低濃度 6 と 6 で、透視度が 45 ㎝以上と 42 ㎝だった。（後略）  

 B 男はこの作品を大変楽しんで書いていた。奇抜な人物設定が個性的である。そこへ調

査結果を事実として挿入している。「保倉川中流の物語」（6 月）に事実の挿入はなかった

ので、工夫点として認められる。ただし、フィクションとノンフィクションの間にはいま

だ断層があり、物語世界の一貫性を十分には築けていない。他方、初期の物語創作が、「書

いてみることができる」という事実に立っていることに鑑みると、無意識下での創作に近

いことから、その人の全存在から立ち現われてきた物語と捉えることができる。まず、「自
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分が語りたい」という状態にあったからこそ、聞き手の反応は考慮していなかったのが初

期の B 男の姿と言える。  

③ 文学の授業  

 では B 男は、どのようにして物語の一貫性を築けるようになっていったのか。ここでは

「ごんぎつね」の授業を見ていく。まず、ごんに次々訪れるすれ違いを B 男は「悲劇」と

捉え、「悲劇の作り方がうまい」と作者を評価した。この考えを学級全体で共有し、物語の

宝箱に「悲劇の作り方」を納めた。以下は、B 男が単元終末に創作した続き話である。  

 兵十はゴンのはかを作りました。兵十はなみだを流してこう言いました。  

「ごめんな、ゴン。オレのためにくりを持ってきてくれたのに射殺しちまって。」  

兵十がふと顔をあげた時、加助がいました。  

「兵十、なぜキツネがたおれてるんだ。」  

「実は、このゴンギツネがくりを届けてくれたんだ。」  

「なぁんだ。キツネがくりをくれたんか。スマンなキツネ。神様だとかんちがいしてなぁ。」  

加助は、笑いながら言いました。すると兵十はいかりました。  

「オメェよくこんなゴンの前でよくこんなこと言えるなぁ。テメェも打つぞ。」  

「すまんかった兵十。いっ命だけわぁぁぁぁぁ。」  

「ドキュン。」  

兵十が打ったのは、加助ではなく、ただのビビらせただけでした。  

 こうして、兵十と加助は、墓に入ったゴンにお参りをしましたとさ。  

 初期の物語との相違点は、主に 2 点指摘できる。一つは、物語の設定を十分に理解し、

その中で登場人物を動かしていることである。ごんを打ってしまい深く落ち込む兵十に対

して、加助に深刻さは見られない。対照的な人物の姿を的確に描けるのは、それぞれの人

物の視点に立つことができている証である。特に兵十への同化によって、悲しみや怒りを

巧みに表現することができている。人物の行動を物語の中で制御して表現したことによっ

て、読み手に理解される物語となった。  

二つ目は、物語の中の「死」の表現の変容である。B 男がこれまで創作した物語には、

必ずと言っていいほど登場人物の死が描かれていた。「好き」「大切」の認知的道具に「悲

劇の作り方」を挙げていたように、悲劇と死を結びつけた物語をつくりたい思いが、自身

の現れとして初期から存在していた。しかし、この物語では、加助を打つことを寸前で止

めている。ともすると、読者を驚かせるために「死」をいとも簡単に用いることが、小学

生においては往々にしてあるだろう。物語の中の死について山口素子（ 2001：138-139）

は、「物語に現われる死は、それがその人自身の物語のなかで、生き延びるのと同じくらい

必然性をもって起こってくるものでなければならない。またその死に伴う悲しみや痛み、

怒りや憎しみや絶望といった感情、それと同時に起こる超越的で神秘的な体験が十分にな

されることが重要になってくる。」と述べる。B 男は、ごんに同化し、兵十に同化する中で

物語の参加者となり、生死をこれまで以上に深く受け止めるようになったと考えられる。
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山口はそのような体験があって初めて「人格の変容が可能になる」と述べる。B 男の「死」

の表現の制御に、生死に対する感性の変化が表れていると捉えられる。  

④ 保倉川の物語と自分物語  

 B 男は、「水道水の物語」（ 10 月）を改編し、「保倉川の物語ブック」（ 11 月）を編むこ

とにした。二つの物語中の表現を対照したのが表 11 である。  

【表 11】 B 男の物語中の表現の対照 

始めの物語では、過激な言葉や展開が目立つ。初期の物語と同じく、奇抜な表現で読み

手を驚かせようという意図が感じ取れる。「物語ること」は人間にとって癒しになると考え

られている。しかし、攻撃や破壊が繰り返す語りから癒しは発現しない。では、B 男はど

うだろうか。過激な言葉の選択の裏に、嘆きの語りはないだろうか。このような語りを他

者の中に位置付け、社会的出来事にしようとする深層に、そのような自己を知ってほしい

という願いがあったのかもしれない。  

それが、文学の授業を経て改編した物語では、表現や展開に制御が働くようになってい

る。物語展開に一貫性が生まれ、読み手とのコミュニケーションの成立が期待される。そ

の一方、改編後も死の表現があることに気付く。この死はしかし、物語の中で必然性をも

って起こっており、意味のある結末に結びついている。語りの中に自己があると考えると、

大きな変容が B 男に起こっていると捉えられる。  

もう一つ検討したいのが、「自分物語を書こう」（ 3 月）である。B 男は物語の構想にお

いて、「物語のゴール・目的」を「自分が不幸すぎることをまとめた話」とした。「ごんぎ

つね」の学習で自ら意味づけた「悲劇」を自己語りにも取り入れようと考えた。そして、

「不幸は繰り返す」という結末の物語を書き終えたのである。しかし、B 男は「物語の設

計図」において「ハッピーエンド」の結末を選択していた。授業者である筆者は、B 男が

「不幸」から脱することを願わずにはいられなかった。そこで、補助教員 Y を介して、設

計図と作品を照らし合わせるよう助言したのである。B 男は、班の友達と作品を交流し、

創作時期  10 月  11 月  

題名  水山水ぞう（ 99 才彼女いない）  水山水ぞうの父  

物 語 の 概

要  

雨水の「水ぞう」は、浄水場できれいに

なった。水道の蛇口をひねった人間に怒

り、毒薬を混ぜて殺してしまう。  

水ぞうの父が水ぞうに対し「浄水場の外は

ドロぐんだんがいて危険だからでるな」と

教える。しかし水ぞうは外に出てしまい、

ドロに捕まる。父は水ぞうをきれいにする

ため戦い、水ぞうは無事清潔になる。しか

し、それと引き換えに父は死んでしまう。  

物 語 中 の

表現  

・クソガキィィ  

・ぶっころぉぉぉぉぉすぅ  

・バァァァァカ  

・毒薬をおくりこみ、人間は死んだ。  

・ざまぁみろぉぉぉ  

・乱闘しました。  

・どんどん清けつになりました。  

・けれどもつかれきり父は死にました。水

ぞうは、こういった。「今まで育ててくれ

てありがとう。じゃ」  
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作品を見直すことにした。交流の過程について、班員（B 男、R 児、M 児）に事後インタ

ビューしたものが次の発話データである。  

  

05T どういう話合いしたの？ 

06R なんか、そこは何かいいよとか。 

07M B 男さんの、これまで苦だったから、これ

からはずっと楽じゃないの？／／って。 

08B ／／題名も「楽あれば苦あり」にした。 

09T へ：：。最初なんだったっけ？題名。 

10B 人生つら、人生つらかったこと。 

11C （（笑い））  

12T それを楽あれば＝ 

13B ＝楽あれば苦あり。 

14T 苦あれば楽あり？ 

15B 楽あれば苦あり。 

16T だれがアドバイスしてくれたの？ 

17M Y 先生が言ってくれた。 

18R あと、 M が言ってくれたよね。 

19B めっちゃいいこと言ってくれた。 

20R 苦労あれ／／ば - 

21M ／／ B 男、これまでずっと苦ばっかりだっ

たから、苦ばっかりだったからこれからはずっ

と楽だよみたいなこと言った。 

22T あ：：、で終わりが変わったんだ。 

23B 逆にめっちゃ楽してる人、後から地獄を見

る。  

24R おれや：：。 

25T バランスがあるってことだね。苦ばっかり

じゃない、楽ばっかりじゃない。バランスがあ

るってことだね。  

 

 そして、B 男が修正した物語は次のようになった。  

（題名）楽あれば苦あり  

（物語の概要）B 男が語り手となって、生まれてから運の悪かったこと、不幸だと思った出来事を語

る。しかし、振り返ってみると「不幸ばっかじゃない」と考えるようになる。「人生つらいこともあ

ればいいこともあるのです。」と語り、できなかったことができるようになったことなどを思い出す。 

（結末部）人生楽あれば苦あり。先に苦しめば、後が楽になるのです。  

作品は、「不運」の繰り返しによってストーリーが展開している。しかし、最後に「人生

楽あれば苦あり」という言葉を挿入し、物語が閉じられる。この結末を促したのがことわ

ざ「楽あれば苦あり」である。ことわざや慣用句は、人々の営みから生まれた文化的な道

具である。私たちが現実を理解するとき、神話や童話などの物語スキーマを用いるように、

B 男はことわざというスキーマを用いて自己を物語ったのである。ここではそれが、未来

への期待を成立させる道具として機能している。  

最後に B 男は、補助教員 Y が年度末に離任する際、次のような手紙を手渡した。  

Y 先生へ  

物語のアドバイスをしてくれてありがとうございます。とても良い物語が書けてよかったです。まさ

かあんなに物語ができるのを楽しみにしているとは思っていませんでした。感しゃします。 B 男より  

 冒頭のアンケートで取り上げた「真の物語」とは、仲間や教員、文化的道具との交わり

によって生成された物語を指していたことが明らかとなった。B 男の確信のもてない自己

に対し、授業者として満足のできる語りへの援助できたと言えるのではないだろうか。  

⑤ 考察  

 B 男の物語る力の成長は次のように説明できる。まず、自身が楽しみながら物語を書い

ていた事実がある。奇抜なキャラクターや言葉の選択、展開。そこに悲劇と死を挿入する

こと。自身が楽しむことに没入し、読み手の反応は十分には考慮していなかったのが始め
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の姿であった。このような B 男が、文学の読みの学習を通して登場人物に深く同化し、設

定の中で人物を動かしていくという行動の制御ができるようになっていった。「事件と解決」

に一貫性が見られるようになり、読み手に理解される物語を創作できるようになっていっ

た。そして、文学の読みの学習を通して生死に対する感性が変化し、「死」も意味あるもの

として表現されるようになった。「自分物語」では、仲間や教員の支えがあり、未来の指針

となる語りが生成された。「悲劇の作り方」に一貫してきた B 男。今度はその認知的道具

を、未来を創造する過程に置けるようになったのである。  

 人は、他者の中に位置付き、世界の中に位置付くため、そして、自らがこの世界に存在

する意味を見いだすために物語を必要とする。B 男が「真の物語」と言った事実。そこか

ら考えられるのは、B 男がとりわけ物語の発見を必要としていたのかもしれないというこ

とである。  

７ 研究の成果と今後の課題                              

本研究の目的は、文学の読みと物語創作の連関を図った、物語る力を育成するための学

習の要点を明らかにすることであった。研究の成果は次の通りである。  

① 物語創作を通して、「現実を再構成する」「自他に対する認識の変容」「未来の指針を

示す」など、社会的文脈で機能するコンピテンシーの育成ができたと考える。このこ

とから、文学を読み、物語を創作する一連の学習過程の有効性が認められた。  

② 文学を読むことと物語創作の連関を図るアプローチとして、物語に触るための観点

である「認知的道具」に着目した。本研究では「物語の宝箱」と名付け授業実践を行

った。文学の読みにおける協働の学びを通して認知的道具を発見し、蓄え、物語創作

の過程で楽しみや困難を経験することによって、認知的道具の内面化が促された。物

語る力を養うために文学を読むという意義を学習者自らが実感できたと考える。  

③ 学習者個人の 1 年間の学習の様相を分析することを通して、物語る力が変容、伸長

する過程を明らかにした。また、物語のテーマやメタファー、物語行為などを分析す

ることを通して、自己形成過程を示すことができた。  

 本研究の課題点は、物語が「自身を映し出す鏡」であることを学習者自身が自覚できな

かったことである。そのためには、他者の物語と出会い自己の物語を相対化し、問い直す

過程が必要である。指導者の役割とは、子どもが独自の物語を創造できること、そして、

物語が可変であることを明らかにし、その道を進むことを援助することである。今後も、

自己形成に機能する文学の読みと物語創作の学習について研究を重ねていきたい。  
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