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「短詩型文学の解釈・鑑賞と創作」授業の試み

松田みゆき

【キーワード】･ 短詩型文学、鑑賞、句会、季語、座の文学

1．はじめに
　「短詩型文学」とは、日本の伝統的な韻文形式を持つ、俳句、川柳、短歌など
を指す。
　筆者は、平成 17 年度より東京外国語大学留学生日本語教育センターにおける

「国費学部進学留学生予備教育プログラム（以下、1 年コース）」において、「短詩型
文学」を授業で扱った。平成 17 年度から 19 年度は、初級レベルの学習者を対象
に 1 年に 2 コマ（1 コマ 90 分）程度の時間を使って、簡単な俳句の説明を行い句
会を催した。平成 20 年度から 29 年度までは、超既習クラスにおいて川柳と俳句
の授業を計約 8 コマ実施した。平成 25 年度から 29 年度までの冬学期（第 3 学期）
には、上記の超既習クラスとは別に、1 年コース「選択日本語科目」として「短詩
型文学の解釈・鑑賞と創作」の授業名で開講した。「選択日本語科目」は、平成 25
年度から 27 年度までは 1 クラス、平成 28 年度と 29 年度はそれぞれ 2 クラス（各
クラス 6 コマ）を担当した。これらの授業の評価は、主に課題提出と授業参加度
によって行ったが、平成 22 年度と 23 年度の超既習クラスでは、俳句に関する知
識を冬学期期末試験の出題範囲の学習項目として扱った。
　1 年コース以外では、夏と冬の「ショートステイプログラム」でも短期滞在留学
生に同様の授業を行う他、平成 28 年度には、上記授業で得た知見を踏まえ、教
員研修留学生対象の「日本伝統文化教授法」科目で、「短詩型文学の教授法」につい
て講義した。この間に担当した留学生の国籍は 20 ヶ国以上であった。
　「短詩型文学の解釈・鑑賞と創作」の授業では、作品を紹介して句意の解釈と
鑑賞をさせながら文学史的な意義を説明するとともに、実際に創作させ、句会や
歌会を開催した。学生が創作した作品やその鑑賞を修了発表の際に展示や口頭に
よって発表することもあった。作品は、イラストや鑑賞文、作句意図を添えて冊
子にまとめた。
　本研究ノートでは、主に予備教育課程の留学生について、日本の「短詩型文学」
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を授業で扱う意義について、具体的な指導例を挙げながら考察する。

2．予備教育課程の留学生にとっての「短詩型文学」 
　本章では、予備教育課程の留学生にとって「短詩型文学」を学習することの意
義とその学習困難点および指導法について考察する。まず第 1 節に、予備教育課
程の留学生が短詩型文学を学ぶことの意義を示す。第 2 節で、日本の学校教育に
おける短詩型文学の扱いを述べ考察する。第 3 節では、作句・句会参加に影響す
ると考えられるファクターごとに日本語母語話者と留学生の傾向比較を行い指導
上の留意点を述べる。

2．1　予備教育課程の留学生が「短詩型文学」を学ぶ意義
　1 年コースは予備教育プログラムであり、留学生は、日本の大学への入学を目
指して学習している。大学入学時には、大学での勉学に必要な日本語能力のみな
らず、日本の高等学校までの学習内容に相当する知識を身に付けていることが望
ましい。短詩型文学に関する知識は、そのひとつと捉えられるため、学ぶ意義が
あると考える。
　
2．2　日本の学校教育における「短詩型文学」の扱い
　予備教育課程における留学生が、大学進学後を見据えて学習しておく意義があ
ると考えられる「短詩型文学」は、日本の学校教育において次のように扱われて
いる。
　「学習指導要領」には、小学校第 3 学年及び第 4 学年の内容として「易しい文語
調の短歌や俳句を音読したり暗唱したりするなどして、言葉の響きやリズムに親
しむこと」と書かれている（文部科学省 2017：32）。また、第 5 学年及び第 6 学年
では、言葉の響きやリズムに親しむことに加え、「短歌や俳句をつくるなど、感
じたり考えたりしたことや想像したことを書く活動」を指導することとしている

（文部科学省 2017：35,･37）。このように、日本の学校教育では、小学校中学年か
ら日本の伝統的な韻律に親しむ機会があり、同様に中学校、高等学校でも、これ
ら短詩型文学の解釈、鑑賞、創作を行う。韻律に親しませるために朗読や暗唱を
推奨し、その後に創作活動をさせるという、この一連の学習活動は、日本の伝統
的な言語文化を享受し継承・発展させることを目的としている。さらに、高等学
校では、短歌や俳句を外国語に訳すことなどを通じて解釈の相違について話し合
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う活動例も紹介されており（文部科学省 2018：62）、文化理解教育の側面も担っ
ていると言えよう。
　予備教育課程の留学生にとって日本の伝統的な韻律の響きやリズムを持つ短詩
型文学は、母語の言語文化ではないという点において日本人とは異なる。しかし、
短詩型文学という言語文化の享受と継承・発展は、言語を問わず、留学生の母語
によっても可能である。また、翻訳を契機に文化理解の促進を期待する言語活動
例が挙げられている点を考え合わせると、大学進学に必要な知識を得るのみなら
ず「短詩型文学」を学ぶ文化的な意義があることが分かる。

2．3　句作と句会をする上での指導上の留意点
　短詩型文学に関する知識は、日本人にとっても学校教育によって新たに獲得す
る知識が多い。学習指導要領にある、日本の学校における言語活動例は、日本語
母語話者である日本人を教育するために考えられた活動である。筆者は、国語科
教諭の経験があり、日本語母語話者である日本人生徒を対象に、作品を紹介しな
がら文学史の流れを概説し、また、創作上の約束事を解説して句会の体験をさせ
たことがあった。留学生日本語教育センターにおいても、短詩型文学の授業を担
当する機会に恵まれたが、留学生には、日本語母語話者を対象とした国語科の授
業方法とは異なったアプローチが必要であった。
　例えば、日本で生活する日本語母語話者にとって「言葉のリズム」と表現され
ている五七五の韻律は、非常に身近な存在である。「とび出すな車は急に止まれ
ない」1のような交通標語や「カラコロと空き缶車内を一人旅」2のような電車内の
マナーを呼びかけるポスター、さらに、商品の宣伝コピーなど、ちょっと気にか
けて探せば、五七五の韻律は一日に何度も目にすることができる。ペットボトル
のお茶のパッケージに俳句作品が載っている 3のを知っている人も多いだろう。
テレビのバラエティー番組やクイズ番組で俳句や川柳が取り上げられることも少
なくない。日本人なら、俳句を作れと言われれば、短くて形式が決まっているの
で、出来不出来は別としても何がしかそれらしい形に作れると思っているのでは

1･ 交通安全スローガンこども部門内閣総理大臣賞受賞作（1967 年）
2･ 京王電鉄株式会社マナー川柳第 20 回テーマ「ゴミ」最優秀作品
3･ 製茶会社の株式会社伊藤園の HP（2018 年 11 月 15 日閲覧）によると、「日本文化の核をな

すお茶と俳句の蜜月を取り戻し、今の時代に形を変え、次世代と世界へ発信していく活
動」として 1989 年から厳密なルールを問わない「新俳句」を募って優秀作品に賞を授与し、
商品パッケージに載せている。1990 年より英語俳句の部も設置。
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ないだろうか。これらの作句に対して、才能のある芸術家のみに許された芸術活
動であると言う意識は希薄である。一方、留学生はどうだろうか。詩は才能ある
詩人のような特別な人だけが創れるものだという考えの学生も少なくない。さら
に彼らにとって外国語である日本語を使用して詩を書くことは困難を伴う挑戦と
感じられ、心理的障壁が高いと想像される。
　短詩型文学の指導上の留意点を考えるために、主に俳句・川柳の作句と句会へ
のスムーズな参加に影響するファクターを挙げ、日本人（日本語母語話者）と留
学生（非日本語母語話者）をおおまかに比較し、表 1 に示した。留学生が実際に
授業中につまずいた点を分析し、その指導法を考察することは、作句や句会だけ
でなく、日本語学習上の問題点を解消することにも繋がると考えられる。以下、
表 1 の項目に従って順に解説する。

表 1：作句と句会参加に影響する傾向比較（日本人と留学生）

作句と句会参加に影響するファクター 日本人
（日本語母語話者）

留学生
（非日本語母語話者）

a 短詩型文学の創作に対する心理的な障壁 低い 高い

b 季語の含意を承知しているか ある程度知っている 知らない

c 語彙数 多い 少ない

d 五七五のリズムが身に付いているか 身に沁みついている 慣れていない

e どこで五七五を区切ると良いか分かって
いるか･ 分かっている はっきりとは

分かっていない

f 句会のメンバー（クラスメート）の文化 単一 多様

g 句会の経験 ほとんどが未経験

　いずれのファクターについても個人差があるので一概に言えないため、本表は
日本人と留学生の傾向を示したものと考えている。
　表 1a は、先述の通りである。ただし、留学生が自ら選んで受講する、選択日
本語科目の授業の履修者の中には、日本文学専攻希望の留学生や短詩型文学の
ファンもおり、高等教育を修了した日本人以上の背景知識を有しているのではな
いかと舌を巻くような者もいた。そのような学生は創作意欲も高かった。
　b：「季語」は「季節感」を土台としており、その「季節感」は、日本人が知らず知
らずのうちに共通の感覚として承知している文化的な意味を含んでいる。自然風
土や文学的体験の蓄積の中で刷り込まれた美意識や感情であり、日本語を学習し
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て間もない留学生にはその含意を完全に理解することは困難であろう。単純に考
えても、季節が逆の南半球から来た留学生は、日本では冬の季語である「クリス
マス」から夏を連想する。このように、日本の風物や文化事情は彼らにとって異
質なものである。しかし、これらの相違点を利用して日本文化への興味・関心を
喚起させ、学習活動に活かすことも可能となる。
　c：少ない拍数から成る短詩型文学は、解釈・鑑賞の際も創作の際も、語彙を
たくさん知っているに越したことはない。しかし、語彙数が同程度の留学生同士
の句会では、実はほとんど問題にならない。例えば「夏の朝　木の葉の間の　光雨」
という作品は、もしかすると「木漏れ日」という語彙を知っていたら生まれなかっ
たかも知れない。この語彙を知らなかったからこそ生まれた素直な発見のある良
句であるとも考えられる。句会では、作品の評価はあくまでも読み手に委ねられ
る。嶋田和子他（2016）は、予備教育機関である日本語学校で、初級レベルの留
学生に 20 年以上校内俳句コンテストを実施していると報告し、学習者自身の創
造性を活かし仲間との協働性を重視した授業実践の意義を述べている。初級レベ
ルの語彙力でも俳句を作ることは十分に可能である。日本語能力に差のある学生
同士や日本語母語話者を交えた句会を催す際も、未習の語彙を使用した作品は読
み手に理解されず選句されないので、語彙数は、実際のところは句会の進行には
大きな影響はない。よりよい作品を創作しようと、語彙学習が進むという効果も
期待できる。
　d：リズムは、大変重要である。代表的な短詩型文学である俳句のルールは、
季語の使用とこの拍数の指定の 2 つである。先述の通りこのリズムは、日本語母
語話者にとっては身に沁みついたリズムであるが、非日本語母語話者にとっては、
新たに学習する必要がある。短詩型文学のリズム感覚を身に着けさせるための具
体的な指導法の詳細については 3.2 で後述する。
　e：どこで五七五を区切るかは、語や文節の意識の問題である。例えば、「人生
は　自分と他人　の芝居だ」のような句を作る留学生が例年必ずいる。膠着語で
ある日本語を自然な発音の単位で区切ることができるのはどこなのか、指導し、
確認させる必要がある。
　f：句会メンバーの文化背景が似ている場合、作品の解釈・鑑賞に大きなずれ
が生じることは少ない。そのため、細部に至る解釈・鑑賞を行うことができる。
一方、多様な文化のメンバーで行う句会には、解釈の違いから想定外の発言や
評価が見られ、その理由を留学生に語ってもらい意見を交換する楽しみもある。
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松尾芭蕉の「古池や蛙飛び込む水の音」から思い描いた情景を説明してもらうと、
登場する蛙の数について多様な解釈が語られることもある。尾崎放哉の「咳をし
ても一人」を読んで、「あぁ、だから今はマスクをしなくてもいい、という意味で
すね」と解釈した留学生がいて、筆者は大変驚かされた。少なくとも中高年の日
本人ならマスクを連想するような解釈はしないと思うが、この句の場合、もしか
すると世代が異なると国籍に関係なく解釈の仕方が分からないという人もいるの
かも知れない。指導の際には、少ない語彙の意味を正確に理解させたうえで、句
意を丁寧に解説し、自由に想像させるところと、最低限共感してほしい範囲を明
確に提示することが大切だと痛感する。文化の多様性は、留学生の句会を彩る最
も魅力的なファクターであることも事実であり、この点は、3.6 で後述する。
　g：日本人でも句会を経験したことのある人は、決して多くないと思う。筆者は、
留学生の短詩型文学の授業を担当するようになってから、島根県立大学の「日本
語教授法」科目を履修している日本人学生や、地域の日本語ボランティアを対象
に十数回、川柳の句会を開催する機会があった。その度に、句会は、全員の参加
によって文学的な体験を共有できる空間であることに気付かされる。楽しそうに
句評を交わしている参加者を見るたび、句会を親睦のために気軽に催す人が国内
外に増えたら良いと感じる。選択日本語科目以外で句会に参加した留学生に感想
を聞くと、「意外と楽しかった」という感想が圧倒的に多い。選択日本語科目の履
修者は、初めから短詩型文学に関心のある学生であるが、そうでない場合は、期
待していなかったため「意外と」楽しいという感想になるのだろう。まずは、やっ
てみる、ということが大切だということが分かる。

　以上解説したように、留学生に、既習語彙の数、また語彙の背景にある文化へ
の共通理解が不足していることは学習困難の原因となることがある。五七五の日
本語の韻律に不慣れで文法的な区切りに対する知識が不足していることも短詩型
文学解釈・鑑賞・創作の妨げとなる。しかしその一方で、文化背景の多様性は、
短詩型文学の表現の可能性を広げる要素である。
　これらの点に留意した指導が必要だと考えられる。

3．短詩型文学の具体的な指導とその効果　
　「短詩型文学の解釈・鑑賞と創作」の授業を実施する際の具体的な指導方法例
とその効果などについて以下に述べる。この指導は、予備教育課程の留学生に限
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らず応用できると考えている。

3．1　穴埋め俳句・川柳によって語感を磨く
　菅長理恵（2009）は、作句の手ほどきとして、俳句作品の一部を伏せ字にした
ものを板書し、伏せ字部分を考えさせ発表させる指導法を紹介している。どのよ
うな語を選択するかで原作と異なった世界が生まれる。このように、学生に感じ
たことを表現させる言葉の訓練は、句会を充実させる基礎訓練として大変重要だ
と思う。
　嶋田和子他（2016）は、俳句を作らせる初めの段階で、原作のない穴埋め俳句
を使った指導を行っている。初級レベルの学生を対象としていることに配慮して、
穴埋め部分の言葉の選択肢を用意して、どの言葉が最も好きかを発表させている。
　筆者も同様に、初回の授業で穴埋め俳句を作らせ、言葉の選択について指導し
ている。「期末試験　やっと終わった　○○○○○」の下五を作らせると、まずほ
とんどの場合「嬉しいな」という答えが返ってくる。そこで、「嬉しいことが分か
る他の言葉」を考えさせる。すると、「カラオケだ」「焼肉だ」などと試験が終わっ
た解放感を欲望で表現するものや、「何しよう」と自問するものなどが次々と挙が
る。ある授業で、「青い空」という答えがあった。「ずっと下を見て試験をしました
から、終わって上を見て気持ち良かったです」とのことだった。それを受けて、
別の学生が「私は午後も試験がありましたから、『赤い空』でした。味の素スタジ
アムの前の大きい歩道橋の上から赤い空、いいえ、赤い雲を見ました。とても綺
麗でした」と言った。「茜雲」である。その学生は、まさに今空を見ているかのよ
うに映像を心のスクリーンに映しながら話したので、クラスメートは共に追体験
ができたようであった。その後、しばらく試験が終わった後の過ごし方について
話が弾んだ後、筆者は、「茜雲」という言葉を紹介し、これは秋の季語であること、
それからアカネという植物の根が赤い（赤根）ことからこの名が付いたこと、染
料に使うことを言い添えた。このようなやり取りを通して語彙を増やしたり言葉
の意味を深く理解したりできるのは協働作業の賜物であり、推敲の習慣を身につ
けさせる契機ともなる。これらの活動を通して、「嬉しい、悲しい、気持ちいい、
好きだ、嫌いだ」などの感情は、作句の際は、直接言葉で言わずに、他の言葉で
表現することによって、より感情の伝わる詩の世界が広がることを実感させたい。
兼題句の時は、上記のように直接感情を表わす言葉のような NG ワードを予め決
めるのも効果的でありゲーム性が加味される。
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　テレビのクイズバラエティ番組 4の川柳の穴埋め問題をさせるのもよい。映像
とともに鑑賞できるので分かりやすいし、短詩型文学が身近で親しみやすいもの
であることを実感できる。

3．2　五七五のリズムを獲得させる
　学習指導要領では、韻律に親しませるために朗読や暗唱を推奨しているが、留
学生に、短詩型文学のリズムを身体に刻み込ませるには、日本人と同様の方法で
名句や名歌の音読をさせる以前に、効率よく段階を踏んで指導する必要があろう。
筆者は以下の様に指導している。
　①　拍と文字の関係を確認する。初めに、仮名表記した場合、拗音以外は 1 文
字 1 拍であることを確認する。特殊拍を含んだ単語を示して何拍か数えさせる
のも有効である。次に、ローマ字をカタカナで「エー、ビー、シー、ディー、」の
ように書いた場合の拍についても確認する。Japanese･Language･Center を表す

「JLC」を使って作句する学生が時々いるので、この指導の際に「JLC」が 6 拍であ
ることを知らせる。ローマ字は、音表文字なので、1 文字 1 音と考え、この場合
は文字が 3 文字なので、3 拍だと誤って思い込んでいる学生も少なくないので注
意を促す。
　②　拍とシラブルの違いについても説明し、俳句における「五七五」は、あく
までも拍の数であると説明する。
　③　戸田貴子（2004）は、発音練習の教材で、拍感覚を養うために俳句・川柳
を挙げ、「五・七・五」は奇数のリズムではなく、ポーズを入れて「八・八・八」で
あり、2 拍を一つのリズムで発音すると 4 拍子となることを説明している。この
情報を知らせ、図 1 のように四拍子の指揮を 3 回して、AB２通りの代表的な俳
句のリズムを声に出して言わせる。筆者は「タ」で言わせているが、手をたたか
せたり、机をトントンとたたかせても良い。具体的に、音読したい句がある場合は、
音のリズムを作るまとまりとしてのフットの規則を説明し、適宜「タタ」の部分
を「タン」に変えて練習させるほうがいいだろう。次に、実際の俳句を指揮に合
わせて読ませる。Aは、例えば「菊の香や　奈良には古き　仏道」など。Bの中七は、
音楽用語でシンコペーションのリズムだと説明すると分かりやすい。「古池や　
蛙飛び込む　水の音」は B のリズムである。初めは教師が指揮し、その後、各自

4･ 授業で使用したのは、「ペケ×ポン」（フジテレビ系列、放送日：2008 年 12 月 2 日）
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で練習して確認する時間をと
る。
　同様に短歌も四拍子の指揮
を 5 回して、練習させたい。
近年、競技かるたに没頭する
女子学生の青春を描いた『ち
はやふる』というアニメや映
画の影響 5で、競技かるたの
読手のように節をつけた読み
上げを知っている留学生が増

えた。その点に言及し、授業では四拍子のリズムを意識した読み方を中心に扱う
と良いだろう。

3．3　シラバス例（選択日本語「短詩型文学の解釈・鑑賞と創作」授業）
　選択日本語は、留学生が興味のある授業を選択して受講する科目である。した
がって教室には、もともと詩が好きで母語で詩を書いていたり、俳句を英語で作っ
たことがあったり、百人一首のかるた競技に興味があったりする留学生が集う。
平成 29 年度の選択日本語のクラスの学生 9 名のうち先に挙げた『ちはやふる』を
知らない人は一人もおらず、漫画・アニメ・映画のいずれかで見たことがあると
いう留学生が 5 名いた。百人一首をしたことがある者が 3 名。授業に希望するこ
ととして、美術館で歌が書かれた書を読めるようになりたいなどの理由で、変体
仮名を勉強したいと言う者が 2 名いて、文字やその文字が書かれている紙・装丁
などを含めた短詩型文学のトータルな魅力に気付いている留学生がいることが分
かる。また、授業を選択した理由を聞いた際に、「心にもあらで憂き世に長らへ
ば　恋しかるべき　夜半の月かな」とそらんじた留学生がいて、よく事情を聞い
てみると『Japonism』というアルバムに収録されている「暁」6という曲の歌詞の
中にあり、覚えたのだそうだ。このように様々なきっかけで日本の古典に触れて
いる学生は少なくない。七五調のリズムの練習に「いろはうた」を紹介しようと

5･ 末次由紀作の講談社発行の少女漫画。2008年に第一巻発行。2018年11月現在、既刊40巻。
2011 年よりテレビアニメ放映開始。2016 年に 2 部作として実写映画化、2018 年に完結
編実写映画が公開された。

6･「暁」（2015）･歌手：大野智，作詞：s-Tnk，作曲：三留一純

③ 戸田貴子（2004）は、発音練習の教材で、拍感覚を養うために俳句・川柳を使っ

ており、「五・七・五」は奇数のリズムではなく、ポーズを入れて「八・八・八」であり、

２拍を一つのリズムで発音すると４拍子となることを説明している。この情報を知らせ、

図１のように四拍子の指揮を３回して、ＡＢ２通りの代表的な俳句のリズムを声に出し

て言わせる。筆者は「タ」で言わせているが、手をたたかせたり、机をトントンとたた

かせても良い。具体的に、音読したい句がある場合は、音のリズムを作るまとまりとし

てのフットの規則を説明し、適宜「タタ」の部分を「タン」に変えて読ませるほうがい

いだろう。次に、実際の俳句を指揮に合わせて読ませる。Ａは、例えば「柿食えば 鐘

が鳴るなり 法隆寺」など。Ｂの中七は、音楽用語でシンコペーションのリズムだと説

明すると分かりやすい。「古池や 蛙飛び込む 水の音」がＢのリズムである。初めは教

師が指揮し、その後、各自で練習して確認する時間をとる。 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

          

図１︓四拍⼦の指揮と俳句のリズム 

同様に短歌も四拍子の指揮を５回して、練習させたい。最近、『ちはやふる』のアニメ

や映画の影響5で、競技かるたの読手のように節をつけた読み上げを知っている留学生が

増えた。その点に言及し、授業では四拍子のリズムを意識した読み方を中心に扱うと良

いだろう。 

３．３ シラバス例（選択日本語「短詩型文学の解釈・鑑賞と創作」授業） 

 選択日本語は、留学生が興味のある授業を選択して受講する科目である。したがって、

                                            
5末次由紀作の講談社発行の少女漫画。2008 年に第一巻発行。2018 年 11月現在、既刊 40巻。2011 年よりテ

レビアニメ放映開始。2016 年に 2部作として実写映画化、2018 年に完結編実写映画。 
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図 1：四拍子の指揮と俳句のリズム
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した時も、何名か既に知っているという留学生に会った。これも日本の歌 7を聞
いて覚えたのだそうだ。このように、ポップカルチャーの影響は絶大である。
　このような彼らの授業選択の背景にある逸る気持ちを汲みつつも、基本的なこ
とから確認し、指導することにしている。
　以下にシラバスの抜粋（授業内容紹介文、授業予定）を紹介する。
　

〈選択日本語「短詩型文学の解釈・鑑賞と創作」授業内容紹介文〉

　修了式の日に、この一年を思い返して
　　　教科書を　開いたとたん　眠くなる
　　　図書館から　帰る並木に　四季を知る
　　　三吉 8 に 届け！わたしの　ありがとう！

　日本文学のジャンルのひとつに、「五・七・五」や「五・七・五・七・七」な
どの拍でできている詩があります。短い定型（決まった形）の詩なので、「短詩
型文学」と呼ばれています。「五・七・五」の十七拍でできている「俳句」は、世
界最短の定型詩で、外国でも“HAIKU”として紹介されていますから、知って
いる方も多いと思います。「俳句」は特別な芸術家だけのものではありません。
日本では、子供からお年寄りまで様々な人々が楽しんでいる文学です。
　本授業では、まず代表的な短詩型文学を鑑賞します。その後、創作をします。
初めに挙げた三作品は、「川柳」です。「俳句」よりルールが簡単なので気軽に創
作を楽めます。まず「川柳」、そして次に「俳句」「和歌」の創作に挑戦しましょう。
創作した作品を持ち寄って句会や歌会をします。この会のシステムは、非常
に良くできています。とても興味深い経験ができるはずです。
　本授業では、これらの鑑賞・創作活動を通して、日本の美意識を知り、文
学的な楽しみをクラスメートと共有することを目的とします。

7･「浪花いろは節」（2004）歌手：関ジャニ∞，作詞：MASA，作曲：馬飼野康二
･ 「いろは唄」（2009）作詞作曲：銀サク，歌：鏡音リン（ボーカロイド）など
8･ 東京外国語大学の近くにある弁当屋。毎日、三吉弁当の世話になっている留学生もいる

ほどである。
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〈選択日本語「短詩型文学の解釈・鑑賞と創作」授業予定〉

第 1 回目
1） 五・七・五の拍感覚に慣れる。
2） 短詩型文学（川柳、俳句、短歌など）について知識を深め、鑑賞する。

第 2 回目
1） 芭

ばしょう

蕉、蕪
ぶ そ ん

村、一
い っ さ

茶、子
し き

規などの名句（有名な俳句）鑑賞。芭蕉、蕪村、一
茶は、江戸時代の俳

はいじん

人（俳句を詠んで仕事にしている人）。子規は明治時代
に活躍した俳人。現代の私たちにも共感できる俳句がある。
2） 川柳句会の準備

第 3 回目
　川柳句会、川柳の解釈と鑑賞、俳句句会の準備
第 4 回目
　俳句句会、俳句の解釈と鑑賞、名歌（有名な和歌）の鑑賞
第 5 回目
　句会または歌会、解釈と鑑賞
第 6 回目
　句会または歌会、解釈と鑑賞、まとめ

3．4　句会の開催
　句会を実際に開く際の流れを、「Ⅰ一般的な句会」と「Ⅱ筆者が授業で行った句
会」の紹介とともに、比較するために表 2 にまとめた。
　「Ⅰ一般的な句会」は、上迫和海（2003）によった。授業で筆者が行った句会では、
予めメールで投句を済ませておくので、句会当日は、教師が用意したワープロに
よって清記されたプリントを読み、選句するところから始めることができる。披
講の際は、ひとりずつが読み上げることはせず、全員が、読み上げる係の声に集
中する。同じ句が何度も読まれるとどよめきが起きることもある。句評は、良い
と思って選句した人が中心になって発言するので、作品の良い点を褒めることが
中心となる。作品によっては、誰が作ったのか見当のつくもの、つかないものが
あり、作者を想像するのも楽しい遊びの要素である。名乗りは、「選んでくれて
ありがとう」と言うことにしている。時には、作者の作句意図と全く異なった観
点から句を鑑賞して褒めるコメントが出て来ることもあり、苦笑いしながら名乗
りをあげる作者もいる。しかし、大抵は、自分の表現が通じた喜びを感じつつ、
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表 2：句会の流れ
Ⅰ　一般的な句会の流れ Ⅱ　筆者が授業で行った句会の流れ

Ⅰ①【投句】
　名前を書かず俳句だけを書き箱
に入れるなどして一つにまとめ
る。

Ⅱ①【投句】
　俳句を作って、期日までに教師宛にメールで送る。

Ⅰ②【清記】
　投句された俳句をまとめて書
く。見やすくなり、また、筆跡で
作者が分からないようになる。紙
は数枚になる。

Ⅱ②【清記】
　メールで送られてきた俳句を無記名、順不同にし
て 1 枚の紙にワープロで打ち、人数分コピーする。

Ⅰ③【選句】
　清記した紙を回覧し、良いと思
う句を自分の手元の選句用紙に書
き写す。この時、自分の俳句は選
ばない。

Ⅱ③【選句】
　参加者に清記のコピーと選句用の白紙を配布する。
各自、良いと思う句を白紙に書き写す。この時自分
の俳句は選ばない。記名をする。
　選句された句を読みあげる係と「正」の字を書いて
集計する係を決め、読みあげる係に選句した紙を集
める。初めは、選句が早く終わった学生に係をやっ
てもらうと良いが、慣れてくると自然にクラス内で
持ち回りで行うようになる。

Ⅰ④【披講】
　各自が選んだ俳句を大きな声で
読み上げる。

Ⅱ④【披講】
　読み上げる係が、選句用紙の俳句のみを全て次々
と読みあげる。選句した人の名前は発表しない。集
計係は「正」の字を書いて集計する。

Ⅰ⑤【名乗り】
　披講の際、俳句が読まれた作者
は自分の名前を大きな声で言う。

Ⅱ⑤【句評】→･⑥【名乗り】→･⑦【総評】
　集計係が、改めて、点の入った句を一句ずつ読み
あげる。この時、句会に使える授業時間や選ばれた
句の数を勘案して、例えば、2 点句から始め、3 点句、
4 点句と、最後に最も点の多かった句を読みあげるよ
う教師が指示するとよい。一句読みあげる度に、そ
の句を選んだ学生に、どこが好きなのか意見を発表
してもらい、全体で作品を鑑賞する。一通り鑑賞を
終え、作者に聞きたいことなども出尽くしたところ
で、作者は「選んでくれてありがとう」と挨拶して名
乗り、自分の俳句の解説や感想を述べる。教師も適
宜コメントや質問を行い、最後に総評をする。

Ⅰ⑥【句評】
　自分が選んだ俳句について感想
を述べる。
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作句意図や工夫した点などを本人が解説することとなる。適宜教師がコメントを
したり、場に出ている意見を整理したりする。基本的には、「良い点を褒める」と「選
んでくれたことに感謝する」の繰り返しで進行するので、終始和やかである。あ
まり良い作品が作れず、作品が選ばれなかった学生でも、そのこと自体は表面に
は現れない。また、全員が選句をしているので、必ず選句コメントを発表する機
会がある。これら一連の句会の流れが、コミュニケーションのための巧まざるシ
ステムとして機能するので、教師は見守りながら必要に応じた支援を心掛ければ
よい。
　
3．5　「座の文学」の効果
　川柳や俳句を仲立ちに生まれたコミュニケーションによって人間関係が結ば
れ、その結果醸し出された場を「座」と呼ぶ。
　句会では、句によっては、文法的な誤りがあったり誤解によって選ばれたりす
るものもある。学生同士の内輪だけに理解できる句もある。これも座では認めら
れる句であろう。句会の場は、参加者の言葉によって織り成される独自の世界で
ある。その場にいる人間にしか味わうことのできない、言葉によって創られた世
界が確実に感じられる。そのような世界に共感し没入して味わうことを文学的体
験と呼ぶとすれば、句会はまさに「座の文学」を具現化する仕組みであろう。
　クラスメートと日本語を通して親しくなれる句会は、人間関係を良好に保つ効
果がある。クラス運営上の効果を期待して、この観点から、句会を積極的に開催
するとよいと考える。

3．6　特に留学生の文化背景の多様性を活かした指導　
　表 1f に示したように、句会参加者の文化背景が多様であるため、作句・鑑賞
の際に様々な話題を提供してくれる。

（1）･季語について、スウェーデンから来た留学生は、「窓の外　優しい小雨　続き
けり」という自作の句を次のように解説した。「スウェーデンで『雨』と言えば、秋
の季語です。フィンランド人なら、森の木々ときのこの湿った匂いを思い出すと
思います。だんだん寒くなって来て、暗い時間が増えてきた秋、森に降る雨をイ
メージします。」日本では、「雨」だけでは季語にならないが、この解説に、クラス
メートはスウェーデンの森を感じたような気がして、納得した。黄霊芝（2003 年）
は台湾独自の歳時記を編んでいる。同様に各国の季語として、赤：新年（マレー
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シア）、ギャンブル：新年（マレーシア）、山火事：秋（モンゴル）、ジャカランダ：
春（ブラジル）「例：僕の町　すみれの海に　ジャカランダ」など、留学生から季
節や時候を表す言葉の紹介があった。
　日本語の中に新しい季語を見つけたり、造語を楽しんだりすることも醍醐味で
ある。例えば、「君となら　寒くはないさ　ヒートテック」（ヒートテック：冬）･。「強
風で　どこ飛んでゆく　新下着」（新下着：新年。「新下着」は、元日に新しい真っ
白な下着を着るから新年の季語。1 回だけ着た新下着を洗濯して干した時の句）。

「あの朝のハジメマシテや桜空」（桜空：春。「桜空」は、見上げた桜の隙間から見
える空のこと）などがあった。
　以上のようなユニークな着想を授業でクラスメートに日本語で説明すること
が、はからずも日本語を話す練習となっていることを教師は客観的に捉えながら
指導すると良いと思う。

（2）･短詩型文学そのものについての意見を発表する留学生もいた。
・･ 拍数が決まっており、季語を使用するというルールがあるからこそ俳句である

と思うが、自由律は果たして俳句なのか。もし俳句なのだとしたら、ルールの
ない自由律の句会をやってみたい。

・･ ルールがあるから作りやすいと思う。自由律の句は、本当に詩人でないと難し
いと思う。ゲームはルールがあるから楽しい。これに似ているのではないか。

・･ カラオケが好きだが、いつも同じメンバーで行くとだんだん飽きてくる。最近
は、毎回テーマを決めている。例えば失恋の歌とか、夏の歌とか、1980年代とか。
これは、題詠と同じだと気が付いた。

　これらの発言からは、作句を通じて、「ルールは不自由なのではなく、工夫を
する楽しみのためにある」という気づきがわかる。
　短い言葉を使って、日本の美意識を表現すると、似たような俳句がたくさんで
きるのではないか。誰が作ったか背景が分かっているから鑑賞できるのではない
かという疑問が、俳人の人生を知ってから名句を鑑賞するという学習中に湧いて
きたこともある。1946 年『世界』に発表されて大きな文学論争となった「第二芸
術―現代俳句について―」（桑原（1976））を辞書を引きながら分かるところだけを
拾って読み、芸術とは何か思索する留学生もいた。

（3）･「自由連句」の試みも行った。クラス内で、連句をしてみたいという希望があ
り、ルールを独自に考え「自由連句」を作らせた。･「A クラス　飛んでみたいな
　皆の国」を発句とし、クラスメート全員の国を巡って日本に帰って来る、とい
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う旅の連句とすることとした。「月」と「花」の使用制限はしたが、実に伸びやかな
作品が出来た。各々の作句意図と解釈・鑑賞を書いて、次の句に渡すようなイメー
ジで創作した結果、1 年コース修了時にはよい記念になる作品の冊子が出来た。
連句の旅は、各々の留学生の脳内で行われた鮮やかなイメージの旅であり文学体
験である。そして、それが生まれたのがクラスという座であったと、冊子を見て
思い出してくれると思う。

3．7　その他の実践例
　その他の実践例を以下に箇条書きにして記す。

（1）･ 他の授業で扱っているテーマに関連する標語や川柳を作らせた。例えば、環
境問題の読解授業の後に「エコ川柳」の句会をした。

（2）･ イラストを添えた川柳や俳句を作らせた。
（3）･ 叙景詩としての俳句を意識させるために、写真に俳句を付けて、フォト俳句

を作らせた。
（4）･ 下の句（七七）を用意して、付け句を考えさせた。
（5）･ 句会で選句した句の句意と鑑賞文を書かせた。また、自作の句には、創作意

図文をエッセイとして書かせた。
（6）･ 自国の好きな歌の歌詞や文学作品の場面を叙景詩として歌に詠ませた。
（7）･ 想像した恋の話を歌に詠ませた。
（8）･ 吟行をした。1 年コースの旅行前に宿題として吟行を提案した。実際の季節

や天気と異なっていても良いので、必ず叙景詩にするよう伝えて、旅行後句
会をした。

（9）･ 助詞の使い方に注意を払わせるため、「米洗う前（に・へ・を・で）蛍が二つ三つ」
の（･･･）内の助詞による句意の違いについて考えさせた。

（10）･音楽専攻の学生に日本語のリズムに関する本（別宮（1977））を紹介し、その
学生に授業中に四拍子の説明と指揮をしてもらった。

4．まとめ
　主に予備教育課程の留学生が、川柳、俳句、短歌のような日本の短詩型文学を
学習することの意義について、具体的な指導例を挙げながら考察した。留学生は、

「短詩型文学の解釈・鑑賞と創作」授業を通して、まず、日本語のリズムを身に
付けることができる。解釈・鑑賞・創作に必要な日本語能力の向上につながる。
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また、季語に込められた日本人が季節から感じる感情・美意識を知ることによっ
て、日本文化への理解を深化させることができる。句会のシステムは、大変民主
的で、全員がコミュニケーションをとることが出来るように配慮されている。協
働作業として、短詩型文学の解釈や鑑賞を行い、その場にいる参加者が文学的体
験を共有し、友人との交流を図ることができる。
　「短詩型文学の解釈・鑑賞と創作」授業は、留学生にとって、言語や文化の知
識を得ること、また文学的楽しみを得ることの両面で意義があると言えよう。

　本稿に作品の使用を快諾してくださった留学生のみなさんに感謝申し上げま
す。誠に有難うございました。
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Trial	of	a	class	activity	on	“Interpretations,	Appreciations	and	Creations
of	Japanese	verselets	style	literatures”

MATSUDA	Miyuki
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In	this	article,	I	have	discussed	on	the	significance	of	learning	such	Japanese	verselet	
style	literatures	as	Senryu, Haiku and Tanka, for those foreign students supposed to enter 
universities.

Foreign	students	can	master	 the	 intrinsic	rhythms	of	Japanese	 language,	 through	
such	a	class	activity	on	“Interpretations,	Appreciations	and	Creations	of	Japanese	verselet	
style	 literatures”.	 	They	can	also	deepen	their	understandings	of	Japanese	culture,	by	
learning	how	Japanese	people	feel	 in	heart	from	the	special	words	specified	for	every	
season,	or	how	they	feel	beautifulness	from	them.		Such	a	season	word	is	called	a	Kigo.

I	 have	 so	designed	 a	 system	of	 the	 class	 activity,	 as	 all	 the	participants	 can	
communicate	each	other	freely	in	a	democratic	manner.		Such	activity	is	called	a	Kukai.		
The	working	filed	for	it	is	called	a	Za,	and	such	a	literature	created	by	this	kind	of	activity	
is	called	a	Za-no-Bungaku.	 	Through	a	Kukai,	all	 the	participants	at	 the	Za interpret 
and	appreciate	the	poems	created	by	them,	as	a	collaborative	work,	and	share	the	same	
literally	experiences.		

In	a	conclusion,	the	class	activity	on	“Interpretations,	Appreciations	and	Creations	of	
Japanese	verselet	style	literatures”	is	significant	for	foreign	students	in	two	aspects;	one	
is	to	obtain	knowledge	on	Japanese	language	and	culture,	and	another	is	to	accomplish	a	
literal	interest	and	fun	by	the	Kukai	after	creative	activities.




