
― ―コラム② 教科書教材からの発展作品例集 より魅力的な古典の授業を目指して

古典というと「難解なイメージ 「堅苦しいイメージ」が先行している生徒もいる。そうした生」、

徒たちのための興味付けとして、また、系統立てた指導の参考資料として、教科書の教材と関係のあ

るテーマ、主題を扱った作品や、面白い作品例に触れさせたい。ここでは、基礎（助動詞の基礎をマ

スターするあたりをイメージしている）の段階の学習に使用できそうな作品を選んだ。

作品の構成＞＜

Ⅰ 導入編

・ 教科書教材と同様または、関連した位置にある作品群。古典の世界の感覚を感じつつ、楽し

みながらを古典読解力を養うことができる。

Ⅱ 基礎編

・ 助動詞のマスターということを考慮し、系統立てて学ぶことのできる作品群。話の長さも、

出来るだけ短めのものにした。

Ⅰ 導 入 編

＜全体の傾向＞

「 」（ ） 。 、導入編の作品として最も多いものは 児のそら寝 宇治拾遺物語 である 他の作品としては

「絵仏師良秀 （宇治拾遺物語 ・ かぐや姫のおひたち （竹取物語）が多い。興味深いものとし」 ）「 」

ては 「鳩と蟻のこと （伊曾保物語 ・ ねずみの婿取り （沙石集）といった童話的な内容の作品、 」 ）「 」

がある。

作品別でいうと 『宇治拾遺物語』が圧倒的である。他には 『古今著聞集 『十訓抄 『徒然、 、 』、 』、

草 『竹取物語 『今昔物語集』等が多い。基本的には、導入部の応用教材としては説話集を軸』、 』、

にする場合が多い。

「児のそら寝」からの発展を考えると、基本的には滑稽談で、古典世界の人々の様子が生き生き

と表れている説話がよい。また、幼児期に触れた可能性のある童話に関連する話や教訓談、不思議

な話などもよい。

そうした観点から、以下に作品例を示した。

＜教訓編（資料①も参照）＞

・犬と肉のこと（伊曾保物語）

肉を銜えた犬が橋の途中で見たものとは。
くわ

・狐と酸っぱい葡萄（伊曾保物語）

「 」 。 、 、心理学の 合理化 の例としておなじみの話 キツネが とても美味しそうなブドウを見つけ

何とかして取ろうとする。

・蝉と蟻（伊曾保物語）

これも有名な「アリとキリギリス」の話の原作。元はキリギリスではなく「蝉」だった。しか

、 「 」 。し イギリスに蝉がほとんどいなかったことから キリギリス へと変化したという説がある

また、アリが蝉（キリギリス）を助けるか否かという点で２種類の話がある。

・京・田舎の鼠の事（伊曾保物語）

質素でも不安なく生きていく田舎のねずみの生き方と、贅沢だが危険や恐怖がつきまとう生活

をしている都会のねずみ。幸せな生き方とは。

童話風話・笑い話編（資料②も参照）＞＜

・ねずみの婿とり（沙石集）

ねずみが自分の娘に「天下に並びなき婿をとらん 」と思い立ち、婿捜しをするが、意外な所。

に婿はいたのだった。



・児の飴食ひたる事（沙石集）

これを食べたら死ぬと言われていたものが、実は「飴」だと知っていた児の取った行動とは。

・鬼に瘤とらるゝ事（宇治拾遺物語）

童話の「こぶとりじいさん」の原作である。やや長いので多少古文を読み慣れてから読むか、

ダイジェスト版を作って利用するとよい。

・田舎の児、桜の散るを見て泣くこと（宇治拾遺物語）

桜が散るのを見て泣く児に、僧は感動したのだが、やはり子どもは子どもであったという話。

・平貞文、本院侍従の事（宇治拾遺物語）

プレイボーイの平中がかなわぬ恋の果てに取った行動と、どこまでも配慮ある女性の話。状況

によって扱いを考えるべき部分もある。

ミステリアス編（資料③も参照）＞＜

・清水寺へ二千度参り双六に打ち入るること（宇治拾遺物語）

、 、 。二千度参りを双六の賭にしたらどうなるのか 掛け物に出して失った男と 得た男の運命とは

・修行者百鬼夜行にあふ事（宇治拾遺物語）

ある修行者が旅の途中で泊まった古い寺で見たものとは･･････。物の怪の世界もまた古典世界

の一つである。

・僧伽多羅刹国（そうきゃたらせつのくに）に行く事（宇治拾遺物語）

極楽と見えた世界は実は羅刹の世界だった。僧伽多の冒険が語られる長編アドベンチャー。長

いので、後半に用いるとよい。適宜中略して用いてもよい。ストーリーはややホラーめいてい

るので、扱い方を考える。

・尼、地蔵見奉る事（宇治拾遺物語）

「地蔵菩薩は暁ごとに歩き給ふ」ということを聞いた尼さんが、地蔵菩薩を見申し上げようと

暁ごとに出歩く。

・源三位頼政の鵺退治（平家物語）

「 、 、 、 、 。 、 。」かしらは猿 むくろは狸 尾は蛇 足 手は虎のすがたなり 鳴く声は 鵺にぞ似たりける

という怪物「鵺」を源三位頼政が退治する話。この作品は、助動詞学習を終えた後、敬語関係

などの注を補って用いるのがよいと思われる。

・蓮花城、入水の事（発心集）

入水を思い立った蓮花城という僧が、最後に思ったことは何だったのか。名誉と死の間で揺れ

動く人間の姿が描かれた話。

・猟師仏を射る事（宇治拾遺）

象に乗って現れた普賢菩薩に、長く修行してきた聖は感動するが、何と猟師は、その普賢菩薩

を射てしまう。結末はいかに。

・晴明、蔵人少将を封ずる事［宇治拾遺］

映画「陰陽師」でも大活躍した「安倍晴明」の話。蔵人少将に糞をかけたカラスが式神である

ことを見破った晴明が、少将の呪いを解く。安倍晴明シリーズをまとめていくのも面白い。

＜安倍晴明伝説特集 （列挙のみ、資料④も参照）＞

『今昔物語集』の安倍晴明伝説

・賀茂忠行、道を子保憲に伝ふる語、第十五

・安倍晴明、忠行に随ひて道を習ふ語、第十六

・播磨の国の陰陽師智徳法師の語、第十九

・源博雅朝臣、会坂の盲の許に行く語、第二十三

・玄象の琵琶、鬼の為に取らるる語、第二十四

『宇治拾遺物語』の安倍晴明伝説

・晴明蔵人少将封ずる事（前述 ［巻二・八］）

・御堂関白の御犬晴明等奇特の事 ［巻一四・一〇］



『大鏡』の安倍晴明伝説

・帝紀「花山天皇」

＜名人編＞

・高名の木登り（徒然草 ・・・木登り名人の説いた木登りのコツとは。）

・城陸奥守泰盛は（徒然草 ・・・馬乗り名人の心がけとは。）

・吉田と申す馬乗り（徒然草 ・・これも馬乗り名人の心がけの話。）

・ある人弓を射ることを習ふに（徒然草 ・・・弓の先生の教えだが、他にも通じる。）

・双六の上手と言ひし人に（徒然草 ・・・たかが双六だが、人生にも通じるコツがあった。）

２ 基 礎 編

＜全体の傾向＞

教科書においては、基礎編の位置の作品としては 『徒然草』が圧倒的に多い。一つ一つの段の、

文量が適当で、和漢混淆文と擬古文で書かれた、歯切れのよい文体は、古典世界の初級者にも読み

やすく感じられるものが多いからであろう 『伊勢物語 『枕草子』等もないわけではないが、圧。 』

倒的に『徒然草』が多い。

基礎編では 『徒然草』を中心に置き、文法事項、特に助動詞のマスターということを考慮しつ、

つ、作品を選定したい。以下に作品例を示した。

＜徒然草＞

・仁和寺にある法師・・・第五十二段 ・これも仁和寺の法師・・第五十三段

・後徳大寺の大臣の・・第十段 ・高名の木登り・・第百九段

・双六の上手と言ひし人に第百十段



仁和寺にある法師仁和寺にある法師仁和寺にある法師仁和寺にある法師第五十二段第五十二段第五十二段第五十二段

仁和寺にある法師、年寄るまで石清水を拝まざりければ、心うく覚えて、ある時思ひ立

ちて、たゞひとり、徒歩より詣でけり。極楽寺・高良などを拝みて、かばかりと心得て帰
りにけり。

さて、かたへの人にあひて 「年比思ひつること、果し侍りぬ。聞きしにも過ぎて尊く、

こそおはしけれ。そも、参りたる人ごとに山へ登りしは、何事かありけん、ゆかしかりし

かど、神へ参るこそ本意なれと思ひて、山までは見ず」とぞ言ひける。

少しのことにも、先達はあらまほしき事なり。

◎含まれる助動詞

・ず ・き ・けり ・ぬ ・つ ・たり ・けん（けむ） ・ まほし

・なり（断定）

◎連用形接続の助動詞を学習した後、復習用に用いるのがよいと思われる。

これも仁和寺の法師これも仁和寺の法師これも仁和寺の法師これも仁和寺の法師第五十三段第五十三段第五十三段第五十三段

、 、 、これも仁和寺の法師 童の法師にならんとする名残とて おのおのあそぶ事ありけるに

酔ひて興に入る余り、傍なる足鼎を取りて、頭に被きたれば、詰るやうにするを、鼻をお

し平めて顔をさし入れて、舞ひ出でたるに、満座興に入る事限りなし。

しばしかなでて後、抜かんとするに、大方抜かれず。酒宴ことさめて、いかゞはせんと

惑ひけり。とかくすれば、頚の廻り欠けて、血垂り、たゞ腫れに腫れみちて、息もつまり

ければ、打ち割らんとすれど、たやすく割れず、響きて堪へ難かりければ、かなはで、す

べきやうなくて、三足なる角の上に帷子をうち掛けて、手をひき、杖をつかせて、京なる

医師のがり率て行きける、道すがら、人の怪しみ見る事限りなし。医師のもとにさし入り

て、向ひゐたりけんありさま、さこそ異様なりけめ。物を言ふも、くゞもり声に響きて聞
えず 「かゝることは、文にも見えず、伝へたる教へもなし」と言へば、また、仁和寺へ。

帰りて、親しき者、老いたる母など、枕上に寄りゐて泣き悲しめども、聞くらんとも覚え

ず。

かゝるほどに、ある者の言ふやう 「たとひ耳鼻こそ切れ失すとも、命ばかりはなどか、

生きざらん。たゞ、力を立てて引きに引き給へ」とて、藁のしべを廻りにさし入れて、か

ねを隔てて、頚もちぎるばかり引きたるに、耳鼻欠けうげながら抜けにけり。からき命ま

うけて、久しく病みゐたりけり。

◎含まれる助動詞
・む ・けり ・なり（存在・断定） ・たり ・ず ・る ・す

・べし ・けん（けむ） ・らむ ・ぬ

。 、「 」◎未然形接続・連用形接続の助動詞を学習した上で行うのがよいと思われる 特に る

・ む ・ けむ ・ す」に注意させたい。「 」「 」「



後徳大寺の大臣の後徳大寺の大臣の後徳大寺の大臣の後徳大寺の大臣の第十段第十段第十段第十段

後徳大寺大臣の、寝殿に、鳶ゐさせじとて縄を張られたりけるを、西行が見て 「鳶の、
ゐたらんは、何かは苦しかるべき。この殿の御心さばかりにこそ」とて、その後は参らざ

りけると聞き侍るに、綾小路宮の、おはします小坂殿の棟に、いつぞや縄を引かれたりし

かば、かの例思ひ出でられ侍りしに 「まことや、烏の群れゐて池の蛙をとりければ、御、

覧じかなしませ給ひてなん」と人の語りしこそ、さてはいみじくこそと覚えしか。徳大寺

にも、いかなる故か侍りけん。

◎含まれる助動詞

・さす・じ ・る ・たり（完了・存続 ・けり・べし・なり（断定））

・ず・けり・む・き ・らる ・す ・き ・けむ

◎一通り助動詞を学習した後、復習用に用いるのがよいと思われる。

第百十段第百十段第百十段第百十段

双六の上手といひし人に、その手立を問ひ侍りしかば 「勝たんと打つべからず。負け、

じと打つべきなり。いづれの手か疾く負けぬべきと案じて、その手を使はずして、一目な

りともおそく負くべき手につくべし」と言ふ。

道を知れる教、身を治め、国を保たん道も、またしかなり。

◎含まれる助動詞

・き ・べし ・なり（断定 ・ぬ・ず・り・む・じ）

。 「 」 「 」◎一通り助動詞を学習した上で行うのがよいと思われる 特に べし の使い分けや り

の接続に注意させたい。



資料編

資料①

資料②

蝉と蟻の事

ある冬の半ばに蟻どもあまた穴より五穀を出いて日にさらし、風に吹かするを蝉が来て

これを貰うた。蟻のいふは「御邊は過ぎた夏秋はなにごとを営まれたぞ 。蝉のいふは「夏」

と秋のあひだは吟曲にとりまぎれて、すこしも暇を得なんだによつて何たる営みもせなん

で」といふ。蟻「げにげにその分ぢや、夏秋謡ひあそばれたごとく、今も秘曲を盡くされ

てよからうず」とて、さんざんに嘲り、少しの食を取らせて戻いた。

(下心)

人は力の盡きぬうちに、未来の務めをすることが肝要ぢや。すこしの力と閑あるとき、

なぐさみをうけいでは叶ふまい。

犬が肉を銜んだ事
ふく

ある犬肉村をふくんで川をわたるに、その川のまんなかで銜んだ肉むらの影が水の底に

うつつたを見れば、おのれがふくんだよりも、一倍大きなれば、影とは知らいで、ふくん

だを棄てて水の底へかしらを入れてみれば、本体がないによつて、すなはち消えうせて、

何方をも取り外いて失墜をした。

（下心)

貪欲に引かれ、不定なことに頼みをかけて、わが手に持つたものを取りはづすなといふ

ことぢゃ。

ねずみの婿とり

ねずみの、娘をまうけて 「天下に並びなき婿をとらん 」と、おほけなく思ひ企てて、、 。

「日天子こそ世を照らしたまふ徳めでたけれ 」と思ひて、朝日のいでたまふに 「娘をも。 、

ちて候ふ。みめかたちなだらかに候ふ。まゐらせん 」と申すに 「われは世間を照らす徳。 、

あれども、雲に会ひぬれば光もなくなるなり。雲を婿にとれ 」とおほせられければ 「ま。 、

ことに 」と思ひて、黒き雲の見ゆるに会ひて、このよし申すに 「われは日の光をも隠す。 、

、 、 。 。」 。「 。」徳あれども 風に吹き立てられぬれば 何にてもなし 風を婿にせよ と言ふ さも

と思ひて、山風の吹けるに向かひて、このよし申すに 「われは雲をも吹き、木草をも吹、

、 。 。」 。「 。」きなびかす徳あれども 築地に会ひぬれば力なきなり 築地を婿にせよ と言ふ げに

と思ひて、築地にこのよしを言ふに 「われは風にて動かぬ徳あれども、ねずみに掘らる、

るとき、耐へがたきなり 」と言ひければ、さては、ねずみは何にもすぐれたるとて、ね。

ずみを婿にとりけり。



資料③

資料④

修行者百鬼夜行にあふ事[巻一・一七］

今は昔、修行者のありけるが、津国まで行きたりけるに日暮れて、竜泉寺とて大きなる寺

の古りたるが人もなきありけり。これは人宿らぬ所といへども、そのあたりにまた宿るべき

所なかりければ、いかがせんと思ひて、笈打ちおろして内に入りてけり。

不動の呪を唱へてゐたるに 「夜中ばかりにやなりぬらん」と思ふう程に、人々の声あま、

。 、 、 。たして来る音すなり 見れば 手ごとに火をともして 百人ばかりこの堂の内に来集ひたり

近くて見れば、目一つつきたりなどさまざまなり。人にもあらず、あさましき者どもなりけ

り。あるいは角生ひたり。頭もえもいはず恐ろしげなる者どもなり。恐ろしと思へども、す

べきやうなくてゐたれければ、おのおのみなゐぬ。一人ぞまた所もなくてえゐずして、火を

、「 。うち振りて我をつらつらと見ていふやう 我がゐるべき座に新しき不動尊こそゐ給ひたれ

今夜ばかりは外におはせ」とて、片手して我を引きさげて堂の縁の下に据ゑつ。さる程に、

「暁になりぬ」とて、この人々ののしりて帰りぬ。

「まことにあさましく恐ろしかりける所かな、とく夜の明けよかし。徃なん。と思ふに、

からうじて夜明けたり。うち見まはしたれば、ありし寺もなし。はるばるとある野の来し方

も見えず。人の踏み分けたる道も見えず。行くべき方もなければ、あさましと思ひてゐたる

程に、まれまれ馬に乗りたる人どもの、人あまた具して出来たり。いとうれしくて 「ここ、

はいづくとか申し候ふ」と問へば 「などかくは問ひ給ふぞ。肥前国ぞかし」といへば 「あ、 、

」 、 、 「 」さましきわざかな と思ひて 事のさま詳しくいへば この馬なる人も いと希有の事かな

肥前国にとりてもこれは奥の郡なり これは御館へ参るなり といへば 修行者悦びて 道。 。 、 、「

も知り候はぬに、さらば道までも参らん」といひて行きければ、これより京へ行くべき道な

ど教へければ、舟尋ねて京へ上りにけり。 さて人どもに 「かかるあさましき事こそあり、

しか。津国の竜泉寺といふ寺に宿りたりしを、鬼どもの来て『所狭し』とて 『新しき不動、

尊、しばし雨だりにおはしませ』といひて、かき抱きて雨だりについ据ゆと思ひしに、肥前

国の奥の郡にこそゐたりしか。かかるあさましき事にこそあひたりしか」とぞ、京に来て語

りけるとぞ。

晴明、蔵人少将を封ずる事［巻二・八］

昔、晴明、陣に参りたりけるに、前花やかに追はせて殿上人の参りけるを見れば、蔵人少

将とて、まだ若く花やかなる人の、みめまことに清げにて、車より降りて内に参りたりける

程に、この少将の上に烏の飛びて通りけるが、穢士をおしかけけるを、清明きと見て 「あ、

はれ、世にもあひ、年なども若くて、みめもよき人にこそあんめれ。式にうてけるにか。こ

の烏は式神にこそありけれ」と思ふに、然るべくて、この少将の生くべき報ひやありけん、

いとほしう晴明が覚えて、少将の側へ歩み寄りて 「御前へ参らせ給ふか。さかしく申すや、

うなれど、何か参らせ給ふ。殿は今夜え過ぐさせ給はじと見奉るぞ。然るべけて 、おのれ、

には見えさせ給へるなり。いざさせ給へ。物試みん」とてこの一つ車乗りければ、少将わな

なきて 「あさましき事かな。さらば助け給へ」とて、一つ車に乗りて少将の里へ出でぬ。、

申の時ばかりの事にてありければ、かく出でなどしつる程に日も暮れぬ。清明、少将をつと

抱きて身固めをし、また何事にか、つぶつぶと夜一夜いもねず、声絶えもせず、読み聞かせ

加持しけり。

秋の夜の長きに、よくよくしたりければ、暁方に戸をはたはたと叩けるに 「あれ、人出、

して聞かせ給へ」とて聞かせければ、この少将のあひ聟にて蔵人の五位のありけるも、同じ

家にあなたこなたに据ゑたりけるが、この少将をばよき聟とてかしづき、今一人をば殊の外

に思ひ落したりければ、女石がりて陰陽師を語らひて式をふせたりけるなり。さてその少将

は死なんとしけるを、清明 「これ聞かせ給へ。夜部見つけ参らせざらましかば、かやうに、

こそ候はまし」といひて、その使ひに人を添へてやりて聞きければ 「陰陽師はやがて死に、

けり」とぞいひける。式ふせさせける聟をば、舅、やがて追ひ捨てけるとぞ。清明には泣く

泣く悦びて多くの事どもしても飽かずぞ悦ける。誰とは覚えず、大納言までなり給ひけると

ぞ。


