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くずし字による古典教育の試み（６）
―オンライン授業で学ぶ・『伊勢物語』から『仁

に

勢
せ

物語』へ―
加　藤　直　志　　　　　　　　　
加　藤　弓　枝*1・三　宅　宏　幸*2

【抄録】　日本近世文学会の「出前授業」の一環として、同学会所属の研究者に講師をお願いし、くずし字を読む
特別授業を協同で実施した。新型コロナウイルス感染症をきっかけとして、講師が来校しない、オンラインとい
う方法を試みた。高校１年生を対象に、『伊勢物語』のパロディである『仁勢物語』をくずし字で読むことで、教
科書での学習と和本リテラシー活動との接続を試みた。

【キーワード】　くずし字　日本近世文学会　和本リテラシー　『伊勢物語』　『仁勢物語』　オンライン授業

１．はじめに

　新型コロナウイルス感染症は、地球上のあらゆる場所
で、我々の命や健康を脅かし、日常生活にも大きな影響
を与えている。名古屋大学教育学部附属中・高等学校
（以下、「本校」とする）における教育活動も例外ではな
く、昨春の約３ヶ月に渡る休校措置をはじめ、対面授業
再開後も様々な制約を受け続けている。そんな中では
あったが、2020年度も、2021年３月15日（月）に、本校
の高校１年Ｃ組を対象に、日本近世文学会による出前授
業を実施した。本稿はその実践報告である（注１）。日
本近世文学会員である、加藤弓枝、三宅宏幸が本校を訪
問し、本校教員の加藤直志と協同で取り組むというスタ
イルで行ってきたのであるが、今回は、コロナ禍をきっ
かけに普及した、オンラインという方法を用いて、講師
が来校しない形での実施を試みた。各種の学会・研究会
などもオンラインでの開催を余儀なくされているが、不
自由もある一方で、会場に赴くことができない方でも参
加が可能になるなど、通常の開催方法にはない利点も浮
かび上がってきた。出前授業においても、実際に研究者
が各校に赴き、生徒達に直接語りかけたり、質疑応答を
行ったりするのが最良には違いないのだが、オンライン
という方法を選択肢として加えることにも意義があると
考えた。出前授業を受け入れる学校と講師との間での日
程調整がしやすくなるほか、離島など遠隔地の学校での
実施が行いやすくなるといった利点も考えられ、教育の
機会均等にも資するものである。折しも、文部科学省が
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GIGAスクール構想（注２）の計画を前倒しし、2021年
度から全国のほぼすべての小・中学校において、児童生
徒に一人一台のタブレットが用意され、校内のWi-Fi環
境も整備されつつあり、高校も含めて、全国の多くの学
校でオンラインという方法が特別なものではなくなりつ
つある。そこで、今回は、あえて対面での出前授業では
なく、オンライン形式を試してみることとした。オンラ
インといっても、対面授業再開後に実施した授業であ
り、生徒達は学校で授業を受けた。Wi-Fi環境があり、
大型スクリーンとプロジェクタが３台ずつ備え付けられ
た広い部屋で、外部講師の２人（加藤弓枝・三宅）と
Zoomで通信しながら、加藤直志が教室でそれをサポー
トするという形をとった（生徒用タブレットは使用せ
ず）。
　本校において、高校生対象の出前授業を行うのは２回
目である。中学以前に比べて、古典学習の比重が増した
分、高校生は文語文法や古文単語などといった古典に関
する知識をより多く身につけており、それらを踏まえた
上での、より深い学びになることをねらった授業を構想
した（注３）。詳細は後述するが、高校１年生の定番教
材ともいえる『伊勢物語』第９段「東下り」のパロディ
『仁勢物語』をくずし字で読むことを通し、教科書で学
んだことを生かしつつ、古典享受の実態や、古典への興
味・関心を喚起することを目指した。「国語総合」の授
業の中で行った実践であるが、新しい高等学校学習指導
要領の「言語文化」における、〔知識及び技能〕（１）言
葉の特徴や使い方に関する事項の「ア　言葉には，文化
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の継承，発展，創造を支える働きがあることを理解する
こと。」や（２）我が国の言語文化に関する事項の「ウ
　古典の世界に親しむために，古典を読むために必要な
文語のきまりや訓読のきまり，古典特有の表現などにつ
いて理解すること。」、「エ　時間の経過や地域の文化的
特徴などによる文字や言葉の変化について理解を深め，
古典の言葉と現代の言葉とのつながりについて理解する
こと。」、〔思考力，判断力，表現力等〕「Ｂ　読むこと」
の「エ　作品や文章の成立した背景や他の作品などとの
関係を踏まえ，内容の解釈を深めること。」（注４）など
とも対応した内容である。

２．古典学習に関するアンケート（事前）

　今回も、授業の前後に古典学習に関するアンケートを
実施した（【表①】）。本校（高校）は、各学年に３クラ
スを置くが、出前授業を行ったのはそのうちの１クラス
だけだったので、アンケートもそのクラスのみを対象と
した。参考までに、本校の中学１年生を対象に行った過
去３回のアンケートの平均値も掲載する（注５）。今回
対象とした高１のうち、附属中学校から進学した３分の
２の生徒は、中１時に一度出前授業を受けてはいるが、
その際にはアンケート調査を実施していないため、平均
値を掲載した過去のアンケートに回答した中１には含ま
れてはいない。

【表①】
（対象　上段： 2020年度高1・39名、　　　　
（対象　下段： 2019年度中1（38名）、
  2018年度中1（79名）、2016年度中1（80名）の平均値）

ア イ ウ エ

国語の学習は大切
だと思いますか？

24人
61.6％

11人
28.3％

4人
10.3％

0人
0.0％

64.2％ 32.5％ 1.3％ 2.2％

国語の学習は好き
ですか？

12人
30.8％

13人
33.4％

12人
30.8％

2人
5.2％

32.4％ 40.5％ 17.9％ 9.4％

古典の学習は大切
だと思いますか？

9人
23.1％

13人
33.4％

11人
28.3％

6人
15.4％

20.3％ 45.3％ 27.0％ 7.3％

古典の学習は好き
ですか？

8人
20.6％

13人
33.4％

9人
23.1％

9人
23.1％

34.1％ 33.7％ 22.7％ 9.4％

くずし字が読める
と良いと思います
か？

5人
12.9％

15人
38.5％

10人
25.7％

9人
23.1％

24.0％ 38.4％ 24.4％ 13.6％
 （％は、小数点以下第１位未満の数値を切り上げた）
ア：そう思う
イ：どちらかといえばそう思う
ウ：どちらかといえばそう思わない
エ：そう思わない

　「大切だと思う」が、［国語］89.9％（アとイの回答を
合算した数値を示す、以下同様）と［古典］56.5％、「好
き」が、［国語］64.2％と［古典］54.0％となっており、
いずれも古典の数値が低くなっている。とりわけ、「大
切だと思うか」に対する回答の差が大きく、国語全般と
しては学ぶ意義があると考えている生徒であっても、古
典のそれについては懐疑的な者が一定数いることがうか
がえる。中１の平均値を見ても、同様の傾向にある。古
典の学びが現代とどうつながるか、といった視点につい
て授業等で触れていくことが、中高双方で求められよ
う。

３．教材について

　本実践で取り扱った教材は寛永15、16年〔1638、９〕
頃に成立したとされる作者未詳の仮名草子『仁勢物語』
（注６）である。資料作成にあたっては、筑波大学附属
図書館所蔵本（請求記号：ル150-６）を底本とした。
　本書は「『伊勢物語』を逐語的にもじった」「パロディ
文学（擬物語）」である（注７）。「もじり」とは「文芸
上では、同音または音の近い他の語意のことばに言い換
えること、日本語に多い同音異義語を使う言語遊戯の一
種の地口、語呂などを言い、有名な詩文や歌謡などの文
言や調子を真似て笑わせる」（注８）というものであり、
「書名の「仁勢」には、『伊勢物語』にそっくりという意
味の「似

に

せ」と、ペテンとしての「偽
にせ

」の両義が込めら
れていよう」と評されるように（注９）、『伊勢物語』原
文の音を残しつつ、平安時代の「雅」を江戸時代の
「俗」に当世化したのが『仁勢物語』である。
　『仁勢物語』の板本研究（注10）によると、本書は第
１次整版本から第３次整版本の諸本があり、筑波大本は
その特徴から第１次整版本にあたる。第１次版はその形
態の上でも寛永６年刊の板本『伊勢物語』と、冊数、丁
数、行数、字配り、挿絵の位置、などがほぼ一致してお
り、逐語的なもじりだけでなく、挿絵を含めた『仁勢物
語』の本全体がパロディとなっている（注11）。このこ
とからもパロディの徹底ぶりが垣間見えるが、それと共
に、いかに『伊勢物語』がベストセラーであり、当時の
読者にとって身近であったかがうかがえよう。換言すれ
ば、『伊勢物語』の知識を前提としなければ、読者は
『仁勢物語』を楽しめないのである。
　さて、本書の逐語的なパロディが具体的にどのような
ものか、一例をあげよう。例えば、有名な『伊勢物語』
の冒頭部分「むかし、男ありけり」は、『仁勢物語』で
は「をかし、おとこ有けり」と、風変わりで面白い男の
話として改められる。『伊勢物語』第７段を見てみると、
「伊勢、尾張のあはひの海づらを行くに、浪のいと白く
立つを見て」と、伊勢、尾張間の海辺を歩いていると、
波が白く海面に立っているという描写があるが、『仁勢
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物語』では、「伊勢おわりに、あわび、はまぐりの、海
づらにあるを、人のいと多く売りけるを見て」というよ
うに、あいだ（間）の意である「あわひ」を、同音の海
産物「あわひ（アワビ）」へと変更し、さらにそのこと
がわかるように他の海産物「はまぐり（蛤）」を付け加
えている。元の『伊勢物語』における旅中の海辺の描写
を、原文の表現・表記から大きく変えずに、近世の食べ
物、売り物の話へと当世化するといった具合である。こ
のように、『仁勢物語』は本家の『伊勢物語』の表現を
念頭に置きつつ、それをもじることでおかしみを生み出
している。
　この『仁勢物語』が出版されて以降、『野郎仁勢物語』
（寛文頃〔1661～1673〕刊）、『をかし男』（寛文２年
〔1662〕刊）、『好色伊勢物語』（貞享３年〔1686〕刊）
『真実伊勢物語』（元禄３年〔1690〕刊）など、近世初期
には『伊勢物語』のパロディが数多く出版されることに
なる。そしてこれらのパロディ本の中でも『仁勢物語』
第１次整版本および第２次整版本は、「『伊勢物語』のも
じりとしての特徴が目立」ち、「当時から『仁勢物語』
は『伊勢物語』の「なをし」の代表格として認められて
いた」と評されるように（注12）、『伊勢物語』の語彙や
音を色濃く残したパロディ作品であった。
　そこで本実践では、『仁勢物語』の中でも教科書に記
載されることの多い『伊勢物語』「東下り」のパロディ
にあたる箇所を用いることにした。『伊勢物語』の「東
下り」は、本校で使用する『精選　国語総合　古典編　
改訂版』（筑摩書房）をはじめ、ほとんどの「国語総合」
の教科書に掲載されている。そしてこの著名な章段を、
ちょうど本実践を受講する生徒が直前に学習しており、
生徒の記憶に新しいことや、「東下り」が生徒が通う学
校のある愛知県に関わることも、今回『仁勢物語』を取
りあげた理由である。「東下り」には言うまでもなく八
橋（愛知県知立市）が登場し、そこで折句の修辞法が使
われた「かきつばた」の和歌が詠まれている。かきつば
たは愛知県の県の花であるが、『伊勢物語』をふまえな
がら、パロディの『仁勢物語』ではどの場所が出てくる
のか、「かきつへた」とは何なのか、以前に学習した知
識を活用しながら取り組むことで、『伊勢物語』だけで
なく地域の文芸性を再認識することにつながろう。習っ
たばかりの『伊勢物語』のパロディ『仁勢物語』を用い
ることで、生徒が逐語的な「もじり」や関わりの深い愛
知県が古典に登場することを楽しみ、かつ古典に興味を
抱いてくれることを目指した。
　付言すると、亀井秀雄・中野幸一ほか11名著『新 探
求国語総合　古典編』（桐原書店）では、『仁勢物語』に
ついてのコラム（吉井美弥子執筆）が掲載されている。
現行の一部の教科書では紹介されてはいるものの授業で
は扱われることの少ない『仁勢物語』を、実際に「くず
し字」で読むことにより、受講者の記憶に残りやすくす

ることもできるのではないだろうか。

４．指導の実際

　本節では、授業の内容について具体的に述べる。本稿
末尾に掲載した、【資料１】（当日の授業の学習指導案）
と【資料２～５】（スライドおよびプリント）をあわせ
て参照して欲しい。
　本実践は、「国語総合」の授業において行ったもので
あるが、指導案においては、2022年度から実施される
「言語文化」の指導事項との対応関係を掲載した。また、
出前授業としての独立性を重視し、全１時間の単元とし
たが、『伊勢物語』「東下り」と連続した単元の中の最後
の１時間という捉え方もできる。
　導入では、加藤弓枝が、スライド【資料２】の（２）
蕎
そ

麦
ば

屋の看板やスライド（４）「おくの細道」で変体仮
名について簡潔に説明した。この後は、机を向かい合わ
せにして相談しながら、くずし字の解読に挑むのが恒例
なのだが、今回は、感染症対策を考慮し、机を動かすこ
とはせず、周囲の生徒と相談する程度に留めた。
　展開１では、授業プリント【資料３】１・２頁の問題
一に取り組みながら、何を読んでいるのかを推測しても
らった。３分の２の生徒（附属中学からの進学者）は、
過去に出前授業を経験してはいたものの、その時のこと
を詳しくは覚えていなかったようで、展開１において
は、くずし字の解読にかなり苦労していた。加藤直志が
机間を回りながら助言した。そのうち、生徒の一部か
ら、「これは「東下り」ではないか」という声が聞こえ
てきたため、加藤直志が教科書と見比べてもよいという
指示を出した。その後、生徒に答えを発表させながら、
三宅がスライド（７）から（13）を使って、くずし字及
び出典の解説をした。「『伊勢物語』ではなく、そのパロ
ディである『仁勢

0 0

物語』である」、と聞いた生徒達から
は、驚きの声が上がった。
　生徒達がリラックスしてきたところで、展開２とし
て、問題二に進んだ。少しコツがつかめてきたのか、周
囲の生徒と相談しながら、問題一に比べると短い時間で
答えていた。字母についても問うことで、漢字から変体
仮名へという、「文字の変化」（「言語文化」の「我が国
の言語文化に関する事項　エ」）についての理解を深め
させる効果も狙った。
　展開３では、授業プリント【資料３】３頁の問題三・
四として、『伊勢物語』の「かきつばた」の和歌を元に
した狂歌を読み解くことに挑戦した。高１という学年
は、特に大学受験を前提とする高校においては、古典文
法の習熟などに時間を割かざるを得ない面もある。だか
らこそ、古典に関する知識が増えたことにより、中学校
の段階では読み解くことができなかったものも理解でき
るようになるということを実感させ、古典の授業への意
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欲を喚起する機会にしたかった。『伊勢物語』「東下り」
において、和歌の表現技法である「折句」を学んだとこ
ろであったため、問題三・四では、「かきつばた」では
なく「かきつへた」（空欄Ａ）、つまり「かきのへた」と
いうシャレを読み取らせた。同時に、「かち」が「徒歩」
という意味であることも問い、古文単語の知識の確認が
できるようにもした。生徒達は、空欄⑩から⑯を読み説
きながら、空欄Ａに入る言葉を考えた。その後、三宅
が、スライド（15）から（18）を使って、空欄箇所の解
答を示していくと、正解してガッツポーズをする生徒
や、予想外の答えに歓声を上げる生徒もおり、授業が盛
り上がった。その後、問題三で取り上げた、岡崎市付近
の場面について解説を加えた。さらに、加藤弓枝が、ス
ライド（19）から（21）を使い、問題四についても解説
した。生徒達は、授業プリント４頁の挿絵とも見比べな
がら、納得していた様子だった。
　展開４では、引き続き、加藤弓枝がスライド（22）
から（24）を使い、『伊勢物語』の受容について解説し
た。岡崎付近の場面以外の箇所も紹介し（授業プリント
３頁の「附録」）、「「都鳥」を「都人」とし、「公家」を
揶
や

揄
ゆ

するような話に変えている」といった点も指摘し
た。その後、「江戸時代には、『仁勢物語』以外にも『真
実伊勢物語』などのパロディ作品が刊行されているが、
それらは作者も読者も『伊勢物語』を理解しているから
こそ成り立ったものである。」と述べ、古典が現代まで
つながっているという例として、『江

え

勢
せ

物語』（注13）も
紹介した。その後、加藤直志が、まとめのプリント【資
料５】を配布し、「『仁勢物語』を読んで、江戸時代の人
達が古典を読むのと、いま私たちが読むのとで、どのよ
うな違いがあったと思うか。」（課題１）と質問し、各自
で意見を書いてもらった。加藤直志が生徒たちの記述内
容を見てまわり、全体で共有するとよいと判断した意見
について、発表してもらった。課題１の回答例を紹介す
る。

・古典文学を正しく理解した上で、その時代に合わせて
新たな楽しみを見出していることが、江戸時代の作品
から感じられた。私自身、あまり古典を面白いと思え
ず、学びたい人だけが学べば良いと思っていました
が、作品や文法を生かして、楽しむのも良いと思えま
した。江戸時代の人達のようにもっと古典を身近なも
のだと思って読んでいけたら、今の私たちにも古典の
面白さが伝わるのではないかと思いました。［授業時
はこの意見をクラス全体で紹介した］

・今私たちが読む古典は、教材として読んでいるけれ
ど、昔の江戸時代くらいの人たちから見ると、教材と
してではなく漫画やノベルのような感覚だったのでは
ないだろうか。なので現代の私たちと江戸時代の人た
ちとの違いは娯楽か学びかの違いだと思った。

　終結部では、加藤弓枝が、スライド（26）から（28）
を使い、『地震年代記』も紹介しながら、文系・理系を
問わずくずし字が注目されていることや、活字化されて
いる書物は約１％に過ぎないことなどを伝え、くずし字
を学ぶ意義についてまとめた。残りの時間を使って、授
業の感想も書いてもらった（課題２）。一部を紹介する。

・古典は好きではないけれど、くずし字を読めるように
なることで過去の記録を知ることができるのはみりょ
く的だと思った。
・正直に言って私は古典が難しいので好きではない。し
かし、今回の授業を受けて古典学習の重要性を学んだ
ので、これからはもっと親しんでいきたい。
・はじめ見た時、自分でも読めるなんて思えませんでし
たが、くずし字の表と見比べて一つずつ読むと意味が
分かってきて、嬉しかったです。今日の授業はもとも
と伊勢物語を知っていたからこそ楽しめたと思うの
で、これからも古典を学んでいきたいと思いました。

　くずし字や近世文学に親しんでもらうというだけでは
なく、それらを通して『伊勢物語』についても興味を深
めてもらえたのであれば、授業者としては、おおむね狙
い通りの授業ができたといえよう。出前授業直後の休み
時間には、加藤直志が持参した古典籍（和本）を展示
し、生徒達が自由に手に取れるようにした。

５．古典学習に関するアンケート（事後）

　出前授業当日の帰りの時間を使い、事後アンケートも
実施した。結果は以下の通り【表②】。また、【表①】と
【表②】の比較をしたのが、【表③】である。

【表②】 （対象　2020年度高１・39名）

ア イ ウ エ
国語の学習は大切
だと思いますか？

29人
74.4％

7人
18.0％

3人
7.7％

0人
0.0％

国語の学習は好き
ですか？

8人
20.6％

18人
46.2％

11人
28.3％

2人
5.2％

古典の学習は大切
だと思いますか？

8人
20.6％

20人
51.3％

8人
20.6％

3人
7.7％

古典の学習は好き
ですか？

9人
23.1％

8人
20.6％

13人
33.4％

9人
23.1％

くずし字が読める
と良いと思います
か？

10人
25.7％

16人
41.1％

9人
23.1％

4人
10.3％

 （％は、小数点以下第１位未満の数値を切り上げた）
ア：そう思う
イ：どちらかといえばそう思う
ウ：どちらかといえばそう思わない
エ：そう思わない



－ 139 －

【表③】 （対象　2020年度高１・39名）

ア イ
事前 事後 事前 事後

国語の学習は大切
だと思いますか？

24人
61.6％

29人
74.4％

11人
28.3％

7人
18.0％

国語の学習は好き
ですか？

12人
30.8％

8人
20.6％

13人
33.4％

18人
46.2％

古典の学習は大切
だと思いますか？

9人
23.1％

8人
20.6％

13人
33.4％

20人
51.3％

古典の学習は好き
ですか？

8人
20.6％

9人
23.1％

13人
33.4％

8人
20.6％

くずし字が読める
と良いと思います
か？

5人
12.9％

10人
25.7％

15人
38.5％

16人
41.1％

 （％は、小数点以下第１位未満の数値を切り上げた）
ア：そう思う
イ：どちらかといえばそう思う

　出前授業を実施する前と後では、以下の変化が認めら
れた。（アとイの回答を合算した数値を示した）
・「国語の学習は大切だと思う」と答えた回答率は、わ
ずかに増加した。（89.9％→92.4％）

・「国語の学習が好き」だと答えた回答率は、わずかに
増加した。（64.2％→66.8％）

・「古典の学習は大切だと思う」と答えた回答率は、か
なり増加した。（56.5％→71.9％）
・「古典の学習が好き」だと答えた回答率は、低下した。
（54.0％→43.7％）
・「くずし字が読めると良いと思う」と答えた回答率は、
かなり増加した。（51.4％→66.8％）

　数値的データの比較からは、本実践により、古典を学
ぶことの大切さを多くの生徒に伝えることができたとい
えよう。その一方で、古典好きを増やすことにはつなが
らなかった。次に、記述回答についても検証する。

　【記述式設問１】においては、「学校で国語（古典を含
む）を学ぶ意義・目的」について質問した。「古典」と
限定しない問い方だったせいもあり、分類しにくい回答
も見られたが、生徒の記述の変化をⅠ～Ⅲに、おおよそ
分類してみた。一部を【表④】に掲載した。Ⅰは、もと
もと国語（古典）に学ぶ意義を認めていた生徒が、その
意義を再確認したという例（39名中23名）。Ⅱは、どち
らかというと否定的だった生徒が、出前授業を通じて意
義を見出してくれたという例（39名中５名）。Ⅲは、否
定的な考えがほぼ変化しなかった例（39名中４名）であ
る（なお、39名中７名は、分類できないような回答をし
ていた）。アンケート調査からは、現代文については学
ぶ意義を認めるが、古典については懐疑的な考えを持っ
ている生徒が一定数おり、出前授業の後の記述回答の中
にも、「大切だと思うが、やりたい人がやればいい」と
いう意見が依然として含まれていた。現代文だけを学べ
ばよい、という意見の生徒に対しては、古典の言葉を学
ぶことで現代の言葉を深く理解することにもつながるこ
と（「国語力の一部としての古文・漢文」という視点
（注14））や「死者の声を聞く」こと（注15）の重要性
を、今後の授業においても、粘り強く説いていきたい。
　【記述式設問２】においては、「古典のイメージ」につ
いて尋ねた。小・中・高校の授業で出会ってきた古典に
は、「平安」「かたくるしい」といったイメージがあるよ
うだ。本実践では、『仁勢物語』を取り上げることで、
古典というものへの理解を、より広く、深いものにして
もらいたいと考えた。同時に、教科書で『伊勢物語』を
知っているからこそ、『仁勢物語』を楽しむことができ
たのだ、ということも伝えたかった。事後アンケートの
記述から、これらの意図はある程度伝わったようだ（一
部を【表⑤】に掲載）。

【表④】
事前 事後

【記述式設問１】
学校で国語（古典を含む）を学ぶ意義・目的にはどの
ようなものがあると思いますか？
あなたの考えを書いてください。意義がないと思う場
合はその理由を書いてください。

【記述式設問１】
学校で国語（古典を含む）を学ぶ意義・目的に関して、
特別授業を受けて、考えに変化はありましたか？もし
あれば、書いてください。（特に変化がなければ書く必
要はありません）

Ⅰ

昔の人の考えや感じ方を知り、現代との違いを学ぶた
め。

昔の人の考え方や感性を知るために学ぶ、義務のよう
なものだと思っていたが、昔の日記から、歴史背景を
詳しく読み取るカギに繋がるものでもあると思うよう
になった。他の分野に応用できる。

文章を読み取る力、そこから考えた事を表現する力を
養ったり、古典の文学作品から、当時の背景を学んだ
り、今とのつながりや言葉一つ一つの意味を学ぶこと
は、普段の生活にどこまでも生きてくる学問だと思う。

くずし字で記された昔の大地震の記録を見て、古典の
知識を生かす場面も必ずどこかにあると改めて思った。

名古屋大学教育学部附属中・高等学校紀要　第66集（2021）
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くずし字による古典教育の試み（６）

Ⅱ

進級に必要。古い史料や物語を読むのに必要。ほとん
どの人が必要としないと思う。

くずし字が読めると昔の人が書いた書物が読め、昔お
こった様々なことが分かるということに気付かされた。
また、様々な分野で注目されていることも知れた。

現代で必要がないから大学で学びたい人だけ学べばい
いと思う。現代文は必要だと思う。

少し変わった。古典を学んで過去のことを未来につな
げることも大切なんだと思いました。

Ⅲ

現代語が分かれば生活に支障がでない。古典はいらな
いが現代文（読解力と敬語）などは必要。

くずし字や古典文法を使って昔の史実を読み解くのは
大切だと思うが、やりたい人がやればいいと思う。

古典や漢文で先人の考えや教訓、道徳心を学ぶのは良
いが、文法などを詳しく勉強する意義はないと思う。
現代文は意義があると思う。漢文を学ぶのなら現代中
国語を学んだ方が良いのではないかと思う。古典は選
択にするべきだと思う。

幅広い世界を知りたいと思うが、まず読む機会が無い
し、古典文法に注意して読まないといけないので、古
典に対するイメージは変わらなかった。

【表⑤】
事前 事後

【記述式設問２】
小・中・高校と、これまで学んできた古典文学作
品に、どのようなイメージを持っていますか？何
でもいいので感じたことを書いてください。

【記述式設問２】
特別授業を受けて、古典文学作品のイメージは変わりましたか？
変わったとすれば、どのように変わったのか、書いてください。
（特に変化がなければ書く必要はありません）

平安貴族の時間つぶし。 平安時代の公家がつくったかたくるしいものしかないと思ってい
たが、今回の授業で江戸時代のおもしろおかしくかいてあるもの
もあるのを知って驚いた。

なぜか暗唱されられる。昔の人は感動しやすい人
ばかりで、そこが面白い。

もっとかたいイメージがあったけど、作品を読んだ人が真似して
話をつくりかえたりするような所は今とあまり変わっていなくて、
親近感を覚えた。

ストーリー性がある。短歌がとても美しい。小・
中・高で何度も同じ作品を取り上げている。

パロディの作品があることを知って、より作品が親しみやすく
なった。また、江戸時代の人々がこういった古典作品を楽しんで
いたと思うと、私も抵抗感なく読めたらいいなと考えるように
なった。

６．おわりに

　本校で出前授業を始めたのは、2016年３月である。そ
の蓄積をもとに、「古典教材の未来を切り拓く！」研究
会（代表：山田和人　通称：コテキリの会）を結成し、
2020年９月に第１回研究会を開催した。さらに、同志社
大学古典教材開発研究センター（センター長：山田和人）
の設置へと発展させ、2021年３月に設立記念研究集会を
開催した。また、2021年７月に本校で開催した「WWL 
協同的探究学習指導法研究会」においても、加藤直志が
くずし字による古典教育の実践について報告した（注
16）。それらの研究会において、複数の参加者から「く
ずし字で読まなくても、活字で読んでも十分面白いので
はないか？」という質問が寄せられた。生徒が興味を持
ちそうなものを探して教材化している以上、そのような
質問が出ることも理解できる。しかしながら、それをあ
えてくずし字で読むことで、さらなる学習効果が期待で
きるのである。くずし字で書かれた看板や石碑、古典籍
などを目にすることはあるものの、「あれは一体何が書
いてあるんだろう？　古典の授業でも読み方は習わない
し…」と漠然と思っている人は案外多いのではないか。
本実践においても、「くずし字が読めると良いと思う」
と答えた生徒は、事前アンケートの段階ですでに過半数
を超えていた。くずし字を読んでみたいという潜在的な

願望を満たすことは、和本リテラシー回復へのきっかけ
になると同時に、古典そのものへの興味・関心を引き出
すことにもつながるのではないだろうか。くずし字や和
本を用いた学びについては、「無意味な曲線の連続にす
ぎなかったものが、意味を表す言語だったことがわかっ
た瞬間。それはすなわちゲシュタルトを覚知する、気づ
きの瞬間となる。ふいに世界が拓けるような、知的興奮
を伴うその体験は、言葉を学ぶこと自体への動機づけに
もなりうるだろう。」（注17）、「「くずし字」で書かれた
「和本」に直接触れて読むことで、今までにない感覚を
体験させる。（中略）より深く理解したいという欲求が
生まれる」（注18）など、その教育効果が指摘されてい
る。ガッツポーズをしたり、歓声をあげたりした本校の
生徒も、まさに「知的興奮」、「今までにない感覚」の中
にあったに違いない。
　2020年度から使用されている、小学校の国語教科書に
は、くずし字を紹介するページが掲載されている（注
19）。くずし字に触れる機会が、義務教育の教育課程に
位置づけられたのである。くずし字や古典籍（和本）に
よる学びの意義が認められつつある。この流れを止めな
いよう、取り組みを続けていきたい。

（注）
１　これまでの出前授業については、加藤直志・加藤弓枝・三宅
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宏幸「くずし字による古典教育の試み―日本近世文学会による
出前授業―」（『名古屋大学教育学部附属中・高等学校紀要』第
61集、2016年12月）以降、毎年、実践報告を公表しており、本
稿はその６番目にあたる。
２　文部科学省「（リーフレット）GIGAスクール構想の実現へ」
（https://www.mext.go.jp/content/20200625-mxt_syoto01-0000 
03278_1.pdf　2021年８月16日閲覧）。このリーフレットにおい
ても、「ICTの活用により充実する学習の例」として、「大学・
海外・専門家との連携、過疎地・離島の子供たちが多様な考え
に触れる機会、入院中の子供と教室をつないだ学び」があげら
れている。
３　これらの点については、高校生対象の第１回目の出前授業に
おいても考慮した。「くずし字による古典教育の試み（３）―高
校生と読む「北斎だるせん」―」（『名古屋大学教育学部附属中・
高等学校紀要』第63集、2018年12月）で報告した。
４　文部科学省「高等学校学習指導要領（平成30年告示）」36～37
頁。
５　2019年度・2018年度・2016年度の中１対象のアンケートから
平均値を算出した。これらのアンケート結果については、「くず
し字による古典教育の試み（５）―江戸時代の「桃太郎」を読
む・補遺―」（『名古屋大学教育学部附属中・高等学校紀要』第
65集、2021年１月）に一覧表を掲載した。
６　ラウラ・モレッティ「近世文学と『伊勢物語』―『伊勢物語』
のもじりと通俗的文学への浸透―」（山本登朗編『伊勢物語　享
受の展開』竹林舎、2010年）337頁。
７　長島弘明「仮名草子から浮世草子へ」（長島弘明・清登典子編
『近世の日本文学』放送大学教育振興会、1998年）23頁。
８　武藤禎夫『もじり百人一首を読む』（東京堂出版、1998年）ｉ頁
を参照。

９　藤原英城「『伊勢物語』から『料理物語』『仁勢物語』へ―
「食」の文芸化と商品化を通して―」（母利司朗編『和食文芸入
門』臨川書店、2020年）92頁。
10　渡辺守邦「解題」（『近世文学資料類従　仮名草子編』第26巻、
1977年）411～416頁。
11　片桐洋一「仁勢物語の形態と成立―「近世伊勢物語版本考」
の一章として―」（『国語国文』第42巻第６号、1973年６月）42頁、
信多純一「にせ物語絵―『伊勢物語』近世的享受の一面―」（『に
せ物語絵―絵と文・文と絵―』平凡社、1995年）８頁。
12　（注６）に同じ。356頁。
13　清水義範『江

え
勢
せ
物語』（角川文庫、1991年）。

14　飯倉洋一「未来に活かす古典―「古典は本当に必要なのか」論
争の総括と展望」（荒木浩編『古典の未来学―Projecting 
Classicism』文学通信、2020年）352～354頁。
15　塩村耕『江戸人の教養―生きた、見た、書いた。』（水曜社、
2020年）の「まえがき」。

16　加藤直志「くずし字による古典教育の試み・中古文学編―研
究と教育という〈両極〉―」（『古代文学研究　第二次』第30号、
2021年10月）。

17　渡部泰明「古典を必修にするために」（『古典の未来学』（注
14）前掲書）367頁。

18　坂本優「単元学習「和本の世界」の可能性―読書指導の一つ
の試みとして―」（『月刊国語教育研究』第591号、2021年７月）
24頁。

19　加藤直志「国語科における古典教育の現状と課題」（『同志社
国文学』第94号、2021年３月）57頁で報告した。高校の教科書
においても、『新　探求国語総合　古典編』（桐原書店）は、「う
なぎ屋さんの「うふぎ」―変

へん
体
たい
仮
が
名
な
の話―」（長島弘明執筆）と

いうコラムを掲載している。

【付記】
※１　本稿の執筆者の掲載順については、本校教員である加藤直志を最初に掲載し、加藤弓枝と三宅宏幸については

五十音順で掲載した。あくまでも便宜的なものであり、研究内容の分担率等とは無関係である。
※２　本稿は、同志社大学古典教材開発研究センター設立記念研究集会・第２回「古典教材の未来を切り拓く！」研究

会（オンライン・2021年３月28日（日））における口頭発表を基にしている。
※３　【資料３】教材プリントの画像データの掲載に際しては、筑波大学附属図書館から許可をいただいた。御礼申し

上げる。
※４　本実践について、山田和人氏より、「「かきつばた」から「かきつへた（柿の蔕

へた

）」にアレンジされている箇所に
関しては、「まつ毛」（目（ま）の毛）を例に、古語では「つ」が現代の「の」の働きをすることを紹介すると記
憶に残りやすいのではないか」というご意見を頂戴した。確かに、古文であっても、少しでも現代につなげるこ
とで、生徒の興味・関心を引きつけることが可能となると思われる。

※５　本研究は、JSPS科研費JP20K00326ならびに21H03931の助成を受けている。
※６　「出前授業」の問い合わせは、日本近世文学会広報企画委員会の電子メールへ。  

アドレスは、koho@kinseibungakukai.com
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くずし字による古典教育の試み（６）

【資料１】
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くずし字による古典教育の試み（６）

【資料２】スライド（パワーポイント）

 （1） （2）

 （3） （4）

 （5） （6）

 （7） （8）
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くずし字による古典教育の試み（６）

 （17） （18）

 （19） （20）

 （21） （22）

 （23） （24）
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くずし字による古典教育の試み（６）

【資料３】授業プリント
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くずし字による古典教育の試み（６）

【資料４】（中野三敏『くずし字で「百人一首」を楽しむ』2010年、角川学芸出版）

【資料５】まとめのプリント


