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2017.6.20 タイトル 「なぜ国語を勉強するの」 

 

 

こんにちは。中村です。 

「誰だお前は！」となっている読者の皆様も多いと思います。大学病院前教室で中学生の国

語を担当している中村寿人です。以後、お見知りおきを。 

 

 

さて、私は国語の先生ということもあり、タイトルの質問を生徒の皆さんからぶつけられる

ことが多くあります。 

特に、中 1・中 2 といったまだ完全に受験を意識できていない皆さん（意識面での是非につ

いて今回は置いておきます。というか「非」ですが･･･）から、非常に多く質問されます。 

意識しているかどうかは別として、実はみなさんは日本語のスペシャリストです。70 億人

のうち、1 億 2 千万人しかきちんと運用ができない言語を扱っているわけですから、それは

もうスペシャリストです。 

そのようなスペシャリストの皆さんが、なぜ、小学校から高校まで必修科目として国語を勉

強するのか。また、なぜ、国語が高等学校や大学等の入学試験の科目として、かなりのウエ

イトを占めるのでしょうか。今から五分間で考えてみましょう。小さい字に集中しすぎると

目が悪くなってしまいますからね･･･1 

 

 

答えは出たでしょうか。「言葉を知らないと恥をかく！」「敬語が使えるようにならないと困

る！」 

確かに（譲歩表現の後ろは筆者が本当に言いたいことではありません2）、そういった側面も

あるでしょう。 

言葉を知らなければ恥をかく場面はあるでしょうし、敬意を払うべき方に適切な敬語表現

を使用しなければ円滑なコミュニケーションができない可能性が出てきます。 

しかし、これらの問題は「知識」があれば解決ができる可能性が非常に高いです。その点で、

本筋とは少しずれています。 

 

 

「中村の野郎、さては『読解力』と言わせたいんだな！まどろっこしいこと言いやがって！」 

さすがです。確かに、国語の学習と「読解力」は切り離すことができません。しかし、「読

解力」も、国語を学習する理由の一つではありますが、「核」ではありません。 

                                                   
1 高等部長町南校ブログ 2017 年 6 月 16 日を参照。 
2 譲歩表現のあとに逆接の接続語を入れるのは鉄板。高大問わず入試頻出です。 



なぜ国語を勉強するのか。それは、「言語と思考が密接につながっているから」に他なりま

せん。たとえば、先ほどの五分間。皆さんの頭の中には何が渦巻いていましたか。おそらく

日本語です。人として生きている以上、「思考」から逃れることはできません。「思考」から

逃れれば人間はただの「葦」、自然の中で最も弱いものになってしまいます。（『パンセ』で

パスカルさんが言っています） 

 

 

読み書きに不自由せず、音声でのコミュニケーションに不自由しない日本語を、「国語」と

して学習するのは、「思考する力」をつけるためです。 

その意味で、本来国語の学習というのは、文章を読んで問題を解いて終わりでは意味がない

はずです。もちろん、限られた時間の中で学習者の思考力を問うベターな方法が、「読解力」

を基準とする方法であり、だからこそ、読解型の試験が日本の多くの学校で取り入れられて

いるがために、どうしても「読むこと」に特化した学習になってしまう側面はありますが… 

 

宮城県の高等学校の入学試験の多くは受験生の「読解力」を試す問題です。もちろん、読解

力をつけるための指導を毎日しています。しかし１、それだけではありません。「思考」する

ための「言語」としての国語を大学病院前教室では提供しています。ただ単に傍線部の前後

を探すだけの国語や、本文の言葉を機械的につなぎ合わせて文末を揃えて記述の解答を作

らせる国語の授業は一切していません3。 

 

 

生きていくうえでとても重要な「思考」に密接につながっている「言語」を学習する科目だ

からこそ、授業では常に「問い」続けています。そして、その問いに対する答えを言語で「表

現する」訓練をしています。 

ただ読むだけではなく、書くこと・話すことといった「伝える」部分にも力を入れています。 

 

 

毎週土曜日、大学病院前教室にてお待ちしています。 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
3 そんな授業は国語の授業ではありません。日本語を使ったジグソーパズルの授業です。 



2017.7.4 タイトル 「なぜ古典を勉強するの」 

 

 

こんにちは。中村こと大学病院前教室の熱男です。（「こと」の使い方を間違えるとこのよう

に悲惨なことになります…） 

ところで、「熱男」とはどのように読めばよいのでしょうか。いい読み方を思いついた方は

以下のあて先までおはがきをどしどし送ってくださいね。採用された方のなかから抽選で

番組ステッカーを差し上げます！（FM ラジオ風） 

 

 

茶番はさておきまして… 

今回のテーマは、「なぜ勉強するの」シリーズ第 2 弾、古典編です。 

前回の「なぜ国語を勉強するの」では、国語を勉強する意味について「思考」と「言語」の

関係性からお伝えしました。大半の読者の皆様は、私の主張に納得いただけたと思うのです

が（傲慢）、前回の視点はどちらかというと現代文寄りで、「中村！古典はどーなんだこの野

郎」とお思いの方も多いと思います。そこで今回は古典を勉強する意味についてお話をして

いきます。 

 

 

ではまず、各学校で教育課程（カリキュラム）を編成する際の基準である学習指導要領の文

言をみてみましょう。なお、古典の学習が本格化するのは高等学校からですから、今回の引

用は高等学校の学習指導要領とさせていただきます。 

 

 

高等学校学習指導要領 古典 B 「目標」の項には以下のように記されています。 

古典としての古文と漢文を読む能力を養うとともに，ものの見方，感じ方，考え方を広くし，

古典についての理解や関心を深めることによって人生を豊かにする態度を育てる。 

 

 

ずばり答えはこの一文に書かれています。「ものの見方、感じ方、考え方を広く」して、「人

生を豊かにする態度を育てる」ために古典は学習しなければならないんですね。いやぁー、

そういうことだったのかぁ！これで一件落着ですね。 

 

 

そうは問屋が卸しません。「なにそれ？」と思う方が大半でしょう。確かにそう思うのも無

理はありません。学校の授業や試験ではやれ上一段活用だの、伝聞推定の助動詞「なり」の



連体形撥音便無表記だの、謙譲語Ⅱ種4だの（2012 年の文化庁による答申で「丁重語」とい

う言葉を使うことが決まっていますので、こちらのほうが耳なじみがあるかもしれません）、

覚えることばかり多くて、「古典についての理解や関心」なんて深めてる場合じゃないわ！

という声が聞こえてきます。 

 

 

こればかりはしょうがないのですが、実際問題学校の授業の中では、古典を自分で読めるよ

うになるための「道具」である文法を教えることで手一杯になってしまいます。そして学習

者の多くは、機械的に覚えるだけの古典文法（そもそもこのような指導しかできない指導者

側にも問題はあります）に嫌気が差し、「古典なんてやっても意味ねえし。俺日常会話で『そ

れいとをかし～』とか言わねえし！」と、古典からどんどん離れていってしまうのです。 

 

 

まず、大前提として申し上げたいのは、 

①古典文法は古典を理解するうえで超えなければならないハードルであること。 

②古典は「実学」というよりは「教養」であるということ。 

の 2 点です。 

 

 

①に関しては言わずもがな（「もがな」は願望の終助詞ですね、嗚呼…）、スポーツであれば

ルールに相当します。 

 

 

②については、「教養なんていらない！なくても生きていけるもの」という声が今にも聞こ

えてきそうですね。教養はいらない、確かにそのとおりかもしれません。ここで重要なこと

は、いわゆる「教養」は、なくても困らないが、あればとても助かるものである、というこ

とです。たとえば、皆さんはなぜ松尾芭蕉が『奥の細道』に記されているような、大掛かり

な旅をしたのかご存知でしょうか。もし皆さんが宮城県出身であるということを知ったあ

る人から、その話をされたらどう答えますか。「気分じゃないっすか」とでも言っておきま

しょうか？答えられなくても困りはしません、でも、もし答えられたとしたらそこからさら

に話題が広がり、自身が知らなかったことを知ることができるかもしれません。 

「教養」が新たな「知」を呼び込むといっても過言ではありません。これは一例に過ぎませ

んが、この例に限らず、もっと身近なところで言えば、皆さんが普段使っている言葉の中に

も、古典を元にしている言葉が多くあります。(矛盾、推敲、五十歩百歩、蛇足などなど）

                                                   
4 上司に対する「出張で北海道に参ります」という発言における「参ります」などが該当

します。敬意の対象が、被動者ではなく、聞き手や読み手になる謙譲語のことです。 



このような身近な言葉にも古典は浸透しており、「実学」ではないから勉強はしない、とい

った論理は通用しないと私は考えます。5 

 

 

ところで、中学 1 年生の教科書に採択されている『竹取物語』、作者がわからないんです。

成立年もわかりません。わかっていることは、日本最古の物語であり、同時に最高傑作のひ

とつでもあるということ、ただそれだけです。作者も成立年も未詳の文学作品が、少なくと

も 1000 年以上にわたり読み継がれている、このこと自体とてもすごいことです。何も『竹

取物語』に限った話でありません。『枕草子』や『徒然草』、『源氏物語』や『平家物語』だ

って、長い間脈々と読み継がれています。 

当時の状況を知る人間なんていまや存在している6はずもないですが、これらの作品を読め

ば、当時の人々が何を美しいと考え、何を美徳とし、何に悲しみ、何を楽しんだのか、にふ

れることができます。古典を学ぶ最大の意義はここにあると私は考えます。 

 

 

古典を学習することで、2000 年の間、権力者や情勢がめまぐるしく変化していった日本と

いう国で、いつの時代でも読み継がれてきた作品にふれること、その当時に思いをはせるこ

とができます。換言すれば、時空を超えて他者とさまざまなものごとを共有できるようにな

るのです。そしてその感覚こそ、小さくなっていく世界に生きる人間が持つべき感覚なので

はないでしょうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
5 本誌編集時に加筆。 
6 本誌編集時に加筆。 



2017.7.11 タイトル 「サラダと七夕」 

 

 

気まぐれで料理なんて作られたらたまったもんじゃない。どうも、中村です。 

七月七日の七夕、天の川は見られたでしょうか。はるか遠い星々に思いを馳せるなんてロマ

ンティックですね。止まらないですね。これはもう髪色をピンクに染める7のも時間の問題

で s（略） 

 

 

七月の「記念日」といえば先ほどからお伝えしているとおり、「七夕」を思い浮かべる方が

多いと思いますが、七月六日をお忘れではありませんか？ 

そう、「七夕イブ」ですね。とまあ、そんなわけもなく、もちろん「サラダ記念日」です。 

 

 

「この味がいいねと君が言ったから七月六日はサラダ記念日」ですよね。俵万智さんの短歌

です。中学生の皆さんも、この首はご存じないとしても、俵万智さんの名前はご存知のはず

です。教科書にも載っています。 

話を戻しますが、なぜ「サラダ」記念日で、「七月六日」なのでしょうか。別に「鳥のから

揚げ」で、「十一月十三日（私の誕生日8です。ぜひ祝いましょう）」でもいいはずです。そ

れがなぜか「サラダ」で、「七月六日」なんですね。 

実はここに、詩や俳句、短歌などのいわゆる韻文を学習する上で常に意識すべき点が見え隠

れしています。 

 

 

韻文とは、特定の韻律を持つ言語表現のことですが、大雑把に言えば「声に出して読まれる

ことを想定している」言語表現のことです。実はこの点が非常に重要で、筆者や詠み手自身

の感動を伝える際に、さまざまな表現技法を駆使するのですが、その表現技法は音の響きを

意識しているものが多いです。 

また、サラダ記念日の例で言えば、ある種の「軽さ」を表現するためにメインディッシュで

はなく、「サラダ」を選び、そして「サラダ」のイメージをより引き立たせる初夏を記念日

に制定していく、といった流れになっています。 

では、なぜ初夏で七月なのか。もうお分かりですね。サラダの s 音との兼ね合いを考え、s

音から始まる「七月（しちがつ）」にしたのです。 

                                                   
7 ドラムの方です。これ以上は言わせないでください。 
8 キムタクと同じ誕生日です。365 分の 1 の奇跡といってもいいこの一致ですが、神はそ

れほどやさしくはなかったようで、彼と私はさまざまな点で月とすっぽんです… 



ではなぜ、「六日」なのか9。これは自分で考えてみましょう。 

 

 

さて、結局のところ何を言いたいのかといえば、別に話は韻文に限ったことではなく、どん

な言語表現でも、その言語表現にはそのように書かれている意味が存在する10ということで

す。そしてその意味を正確に理解する力は、国語という教科の学習で身につけようとする力

そのものであるということです。 

 

 

これまで何回かに渡って国語を題材にブログに書いてきましたが、国語の楽しさ、奥深さ、

そろそろ分かってきましたか？毎週土曜日、教室でお待ちしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
9 翌日の七月七日が七夕だからです。記念日の一日前、つまりイブ、です。 
10 いわゆる趣味としての「読書」にこの視点は不要だと私は考えています。無粋なだけで

す。しかし、「読解」をしなければならないのであれば、この視点は絶対に必要になり

ます。書き手の意図を把握しようと努めること、これもまた読解です。 



2017.7.18 タイトル 「古文単語が覚えられない？」 

 

 

ラジオをお聞きの皆さんこんにちは。火曜日担当の中村です。早速ですが高校生のリスナー

のおはがきを紹介します。 

 

 

「中村先生こんにちは。夏休みの間に古典をマスターしようと思って、最近古文の勉強に力

を入れているんですが、古文単語が覚えられなくて困っています。ひたすら意味を書き写し

たり、ゴロ合わせをしたりしても効果が無くて･･･ もしかしたらこのまま一生古文単語が

覚えられないんじゃないかと思うと、心配で夜も眠れません。どうすればいいのでしょう

か？」 

 

 

夏休みに古典をマスターしようなんて、殊勝な心がけですねえ。あすなろ学院には最強の映

像個別指導 BW がありますから、自分ひとりでどんどん先に進められますからね。でも確

かに古文単語には頭を悩まされることも多いですよねえ… 

 

 

ということで今回は古文単語についてのお話です。 

古文単語が覚えられなくて困っている中高生は多いのではないでしょうか。古文単語が覚

えられない！といった人たちは口々に「古文単語は多義語が多すぎる!1 つの単語で 5 個も

6 個も意味なんてあったら覚えられないよ!」と言うのですが、私からすればそれは「当たり

前」です。そりゃ言葉なんですからいろいろな意味を持ちますよ。現代語だってそうでしょ

う。実際問題として、「古文単語に多義語が多い」という事実は覆らないのですから、その

状況をいかに打破し、単語を習得するのかという点に注力していきましょう。 

 

 

まず、意味が多すぎるという点ですが、どんな古文単語でも意味に関連してたった一つしか

存在しないものがあります。それは、「意味に関連する共通イメージ（コア）」です。 

「単語」といえば英単語も覚えられないという方が多くいらっしゃいますが、じつは古文単

語は英単語に比べ数百倍覚えるのが簡単です。なぜならば、単語の持つ共通イメージやその

イメージを導く語源が比較的理解しやすいからです。 

いくら古語といえど、現在の日本語の祖先ですから共通部分は多くありますし、もっと言え

ばそもそも使用者が日本人なのですから、ある種感覚的に理解ができてしまう部分もある、

といったわけです。では、実際にどのような共通イメージが存在するのか。 



おっと、ここらへんでお時間となってしまいました。ということで続きはまたいつか・・・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2017.7.18 続き タイトル 「イメージはいつも 1 つ！」 

 

 

お久しぶりです。中村です。前回、古文単語にはそれぞれ意味に共通する一つのイメージが

ある、とお伝えしました。今回は実際の古文単語を題材に、もう少し掘り下げていきたいと

思います。今回取り上げる単語は「あやし」です。では、いまから 30 秒で「あやし」の意

味を思い浮かぶだけ挙げてみて下さい！よーい、スタート！ 

 

 

はい、思い浮かびましたかね。だいたいこんな幹事（会費は取りません… たぶん)でしょ

うか。【 】内は漢字表記です11。 

 

 

① 不思議だ  【奇・怪・異】 

② 異常だ   【同    上】 

③ 疑わしい  【泥    鰌】←掬っていきましょう。 

④ 見苦しい  【  賎   】 

⑤ 身分が低い 【同   情】←するくらいなら金をくれ！ 

 

 

と、いったわけでおそらく④と⑤は即答できなかった人もいるのではないでしょうか。たっ

た 3 文字の単語が 5 つも意味を持っていて、もう大変ですね。どうしましょうか。 

 

 

機械的に覚えますか？そんなことしていたら物理的にパンクします。意訳が入るセンター

試験の選択肢12はまず選べませんし、記述解答なんて作りようがないですね。 

じゃあ流行のゴロ合わせでもしますか？「アー、道端にヤシの木だ！不思議！」 あなたが

不思議です。ええ。13 

 

 

前回もお話しましたが、古語であろうと現代語の仲間であることに変わりはありません。考

え方を変えてみましょう。皆さんはどんなときに「あやしい」と思いますか？以下の 2 つの

                                                   
11 しっかりと掲載されているか不安で自宅で閲覧したところ、案の定ズレまくりでした。

陵太先生、いつもすいません。 
12 センター試験に限りません。 
13 昔、といっても具体的にどれくらい昔かは定かじゃないですが、この表現法、はやって

いましたよね。 



パターンのどちらもあやしいか、どちらか片方だけがあやしいか、それともどちらもあやし

くないか、考えてみて下さい。 

 

 

A 7 月の暑い中、交差点に仮装している集団があふれかえっている 

B ハロウィンに、交差点に仮装している集団があふれかえっている 

 

 

おそらく、ほとんどの方は B をお選びかと思います。そして、B を選べているのであれば、

古文単語「あやし」の共通イメージもすんなり理解できます。 

なぜ、A はあやしいのに、B はあやしくないのか。簡単です。A の、「7 月の暑い中」で、

「仮装する」という状況が、理解できないからです。もっと言えば、常識から外れているん

です。だから、あやしいんです。お分かりでしょうか。「あやし」の共通イメージは、「理解

できない・常識から外れている」です。 

 

 

『竹取物語』を思い出してみましょう。「…もと光る竹なむ一筋ありける。あやしがりて寄

りて見るに…」とありましたよね？根元が光る竹なんて常識から外れています。だから「あ

やし」、すなわち「不思議」なんです。ほかにも、常識から外れていれば「異常だ」と思い

ますし、そのような行動をしている人を見れば「疑わしい」とも思うでしょう。共通イメー

ジと文脈さえおさえられれば、現代語ですんなり理解できますね。 

 

 

「おい、中村！①～③は分かったが、④と⑤の説明はどーなってんだ！金返せ！」 

おやおや、会費をお支払い済みの方でしたか。④と⑤の説明をしたいのは山々ですがまたも

やお時間です。もう少しだけ続きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2017.7.18 続きの続き  タイトル 「視点の意識」 

 

 

やっと古文単語編、最終回です。毎度毎度長くてすみません。 

 

 

古文単語には各意味に共通するイメージがあること、そしてそのことを「あやし」という単

語を例にして確認してきましたが、1 つ問題が発生したところで前回は時間切れでした。 

では、その問題を解決してしまいましょう。ヒントは「視点」です。 

 

 

皆さんが中学校や高等学校で学習する古文は一般的に平安時代や鎌倉時代のものが多いで

す。とりわけ平安時代、いわゆる中古文学を読む機会が多いと思うのですが、その時代の文

学作品の作者って、身分が高い人々が多いですよね？たとえば清少納言や紫式部なんての

が代表例ですが、彼女らは天皇（帝）のきさき、すなわち中宮の家庭教師でした。中宮なん

ていう高貴な方の家庭教師を一般人ができるだろうか、いや、できない。（反語） 

 

 

というわけで、当時実際に文字を紡いでいた人々の多くは、高貴な方々なわけです。その高

貴な方々が運用している古文単語ですから、単語の意味にはそのような人々の感覚が入り

込んできます。もうお分かりですね。みすぼらしい格好をしている庶民、「見苦しく」、「身

分が低い」わけですが、高貴な方々から見れば「理解できない」世界に住んでいる人々です

よね。どうでしょうか。結局、てんでばらばらだと思われていた「あやし」の意味が、「理

解できない・常識から外れている」という共通イメージの下にすんなりと理解できるように

なりました。 

 

 

また、今回は単語に関しての高貴な方々の視点についてお伝えしましたが、単語に限らず、

生活様式や文化など、さまざまな点でその視点は生きてきます。古典の学習といえば、どう

しても文法偏重的な学習14になりがちですが、そうではなく、当時の文化について知ること、

それもまた立派な古典の学習15であり、その学習は試験でも力を発揮します。 

 

                                                   
14 私が高校生だったとき、とても苦労しました。古典が一番嫌いだったといっても過言で

はありません。ですから、古典については一家言あります。（カゴンを掛けてつまらな

いなあと思ったみなさん。今回は「イッカゲン」なので、別に駄洒落ではありません） 
15 いわゆる「古典常識」です。 



時には辞書とにらめっこして、語源や文化などに触れることも大事な勉強です。この夏、丸

暗記・ゴロ合わせ学習から脱却しましょう。古典だけではありません。ただ時間をかけるだ

けではなく、よい時間のかけ方をしましょう。あすなろ学院には、その環境が整っています。

一緒にがんばって行きましょう。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2017.8.22（幻の回） タイトル「刹那主義」 

 

 

※本日のブログは私の主義主張がとても色濃く反映されています。決して特定の個人や団

体を誹謗中傷しているわけではない、ということをご理解いただき読み進めてください。 

 

 

お久しぶりです、中村です。夏の講習会期間は他教室の方で授業を担当させていただいて

おりましたので、大学病院前教室のブログはお休みをいただいておりました。 

全国 3 人の私のファンの皆様、お待たせいたしました。今週からまた、火曜日に更新して

まいります。 

 

 

さて、タイトルの「刹那主義」ですが、大学受験生で国語がセンターだろうと二次だろう

と試験科目にある方は意味が分からなければいけない単語ですね。5 秒で思い浮かばなけ

ればすぐに辞書を引いてものにしてください。語彙は力16です。 

 

 

この夏、刹那主義的な生徒に多く直面してきました。後先を考えず、一時の快楽だけで

日々を過ごしている生徒たちです。 

 

 

塾講師として仕事をし、その対価としてお金をいただいている以上、教科の内容を教える

のはもちろんのこと、そのような生徒達に対しても、勉強に向かう姿勢や勉強に限らない

様々な部分でも指導をしていくのが当然ですし、あすなろ学院の「親身の指導」を少しで

もできれば、と日々考えている身としては、この状況は由々しき事態でした。教室にいる

人間全員が同じ方向に向くように、自分が何をすべきか考え続け、行動し続けました。 

 

 

結論から申し上げて、私は無力でした。これは戒めです。二度とこんなことはあってはい

けません。ですからあえて形に残るものとしてブログでお伝えさせていただきます。検閲

に引っかかったらそのときはそのときです。 

 

 

 

                                                   
16 語彙は力。力は語彙。（トートロジー） 



講習会の後半は毎日家に帰って泣いていました。何もできない。生徒に何も切り込めな

い。自身の無力感へと生徒の皆様、期待してお預けいただいた保護者の皆様への申し訳な

さでいっぱいでした。他の教室、とりわけこの、大学病院前教室17のブログを見て、朝か

ら晩まで死に物狂いで勉強している生徒達の様子を見て、また無力感に打ちひしがれまし

た。 

 

後悔先に立たずとはよく言ったもので、もう、過去はどうしようもできません。ですが、

未来は変えられます。 

 

 

私は変わります。後期のレギュラー授業も始まり、もう一切の予断は許されません。これ

まで以上に真剣に、下手したら人の命を取るくらいの、そんな気迫で臨みます。 

 

これは、私の宣言です。もう一度言います。私は変わります。一緒に、今度こそ、変わり

ましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
17 陵太先生をはじめとしたスタッフ陣が磐石で、生徒たちが、やるべきことの「意義」を

理解しているから、さまざまな結果が見られるのだと思います。 



2017.08.22 タイトル「語彙力こそパワー18」 

※ 今週・来週は主に高校生向けの内容になっています！ 

 

 

お久しぶりです、中村です。夏の講習会期間は他教室の方で授業を担当させていただいて

おりましたので、大学病院前教室のブログはお休みをいただいておりました。 

全国 3 人ほどの私のファンの皆様、お待たせいたしました。今週からまた、火曜日に更新

してまいります。 

 

 

さて、タイトルの語彙力ですが、後ろに貴族の亡霊でも連れておけばつきそうなもので(そ

れは囲碁力19)、意識している人は少ないかもしれません。 

 

 

英単語や古文単語は一目見てわからないとすぐに辞書を引くような皆さんですが(決めつ

け)、こと現代文になると辞書を引かない傾向が強いですよね(決めつけ)。 

確かに、「分からなければ文脈から推測しよう」とかいう教えを後生大事にしていれば辞

書を引くことをしないかもしれませんね(二度あることは三度ありました)。 

 

 

しかし、そもそも「文脈で判断」なんてものは、そこまでの文脈を把握できていなければ

全く無駄ですし(ろくに言葉を知らない人間は文脈把握すらままなりません  ※ちなみに私

は男性ですからママにはなりません20)、最終手段です。銃弾をろくに持たずに戦場21に出

る能天気な軍人がどこにいますか。持てるだけ持つんですよまずは。 

 

 

ということで、今週は以下の 5 つの言葉の意味を考えてみましょう。①と②は評論必須

語、③～⑤は小説必須語ですね。 

 

① 逆説(的) 

② 超克 

③ 屈託のない 

                                                   
18 元ネタになっているのは「力こそパワー」というせりふで、このせりふは TV アニメ

「新ビック○マ○」に登場する○ラック○ウスの口癖だそうです。 
19 「○カルの碁」より。 
20 これ、おもしろくないですか？ 
21 受験は銃声のない戦場です。大げさでも何でもありません。 



④ いじらしい 

⑤ 老成 

 

 

続きは来週にします。寝かせた方がいい時もあるんです。見つめる鍋は煮えませんから

ね。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2017.08.29 タイトル 「とことん引く」 

 

 

今日も元気に火曜日していきましょう。どうも、中村です。 

 

 

さて、先週の続きです。先週は、以下の 5 つの言葉について意味を考えてみましょう、と

のことでしたね。きちんと辞書は引きましたか。それではいきましょう。 

 

 

① 逆説(的) 

  もしかしたら、現代文の教科書で見たことがある言葉かもしれません。「一見真理に反

するように見えて、よく考えると、実際は真理を表している説」といったような意味です。 

結局のところ、「一見矛盾していそうだが、実際には矛盾していない」といったところです。 

 

 

② 超克 

 「ちょうこく」と読みます。「困難や苦しみにうちかち、それらを乗り越える」といっ

た意味です。実はこの単語、2000 年のセンター試験で漢字の問題として出題されていま

す。また、漢字の出題だけではなく、傍線部の説明問題として、この単語の意味が分かる

と瞬殺できるような問題が出題されていました。悪問だったなどとぬかす予備校関係者な

どもおりましたが、一定水準の語彙力が読解には必要だということを証明する好例だと私

は考えます。 

 

 

③ 屈託のない 

 こちらは 1992 年のセンター試験にて出題がありました。そもそも「屈託」の意味は、

「ある一つの物事にこだわること」ですから、簡単に言えば「何もこだわらない」といっ

た意味になるはずです。選択肢もそのように作られていたのですが、文脈判断教の信徒の

皆さんが別の選択肢を選び、得点を落とすといった事態が多発しました･･･ なぜ辞書の

意味に従わないのでしょうか･･･ 

 

 

④ いじらしい 

 中学生に聞くと「意地悪！」なんて答えてくれる人もいる言葉ですね。意味は「幼い者

や弱い者の懸命な様子を見て、かわいらしいと思うさま。また、守ったり助けたりしてや



りたいと思うさま」です。問題文中で出た際には、対象が誰なのかをしっかりと抑えたい

ですね。 

 

 

⑤ 老成 

 「年をとり、熟練していること」や、「年齢のわりに大人びていること」といった意味

です。年齢のわりに～の方は、想像がつかなかったでしょうかね。安心してください、セ

ンターでは聞かれていますよ。 

 

 

と、いったわけで長々と 5 つの単語の意味について触れてきました。お分かりになった

と思いますが、まともに辞書を引かずに単語を放置22しておくと、いつか痛い目にあいま

す。また、一定水準の語彙力が読解には必要です。書き手と読み手の語彙のカバー範囲が

乖離していては、読めるものも読めなくなります。皆さんが子供のころに読んでいた絵本

で使われていた言葉は、難しかったですか？比較的平易なものでしたよね。 

 

 

 兎に角（うさぎにつの）23、「まずい」と思ったそこのあなた！今日からすぐ辞書を引

くようにしましょう。早ければ早いほうがいいです。がんばっていきましょう、○ーザ

イ！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
22 わからない単語の放置は虫歯の放置なみに悲惨な結果を生みます。 
23 これもおもしろいですよね。 



2017.09.05 タイトル 「消す前に読む24」 

 

 

火曜日、楽しんでいますか。どうも、中村です。 

 

 

火曜日更新ということでどうしてもタイムラグが発生してしまい恐縮なのですが、G-

PAPILS 岩沼中央校の敏腕ブロガ25、澤田先生が私の記事を取り上げてくださいました26。

全国に 3 人もいるリスナーのために更新しているといっても過言ではないこのブログです

が、ついにその 3 人全員のリスナーの名前27を私が掌握したことになります。3 人の所属

を考え出すと悲しみがとまらなくなるので、早速今回の話題に移ります。 

 

 

今回は、定期試験や入試問題などで設問の多くのウエイトを占める選択問題の解法につい

て、お話していきます。 

 

 

普段国語を教えていると痛いほど感じるのですが（まさに痛感ですけれど28）、選択問題

が苦手だという人は非常に多いです。「2 択で悩んだ」とか、「本文の言葉があったか

ら」とか言って間違えるわけですが、そのような間違え方をする原因は、29はっきり言っ

て解法が間違っているからだといわざるを得ません。上記のようなことをおっしゃる皆さ

んはたいてい消去法とやらを使っておられますが、消しているのは誤りの選択肢ではな

く、自身の点数だということに一刻も早くお気づきになっていただきたいものです。 

 

 

たとえば、国語の授業で選択問題の解説となると、決まって「この選択肢の○○は書いてな

いよね」とか、「ここは言いすぎ！」とかいったようなセリフがきょうだん（教団・教壇 

の掛詞です）の方から聞こえてきます。 

                                                   
24 二日酔い防止の薬みたいな。 
25 リスペクトです。 
26 G-PAPILS 岩沼中央校ブログ 2017 年 8 月 31 日を参照。 どうでもいいですが、8 月

31 日というと、「ぼくのなつやすみ」を思い出しますね。忌々しい 8 月 32 日め… 
27 検閲官の陵太先生に、敏腕ブロガの澤田先生、あとは作者の私自身ですね。ああ、全員

あすなろ学院関係者だ… 
28 これもまたリスペクトです。 
29 本誌編集時に加筆。 



いわゆる消去法原理主義教団の皆さんの解法ですね。ここで私はいつも疑問に思うのです

が、そもそも「○○は書いてない」と、どのように判断しているのでしょうか。設問にぶち

当たった段階で、選択肢と本文を行ったり来たりして、一字一句、事細かに判断するので

しょうか。日が暮れてしまいそうですが･･･ 

 

 

第一、選択肢のある部分が本文と適さないと即座に判断できる人は、かなりの記憶力の持

ち主か、はたまたただの怖い者知らずかのどちらかであって、もし前者であればそもそも

試験勉強などする必要はなさそうですし、後者は思いっきり皮肉です。 

 

 

ではどのようにすればよいのか、という話ですが、設問にあたった段階で、 

 

 

① すぐに選択肢を見ることはやめる 

② 傍線部にしっかりとあたり、記述解答を作成するように答えの核を考える 

③ ②で考えた答えの核に合致する選択肢を選ぶ 

④ 必要ならば確かめを行う 

 

 

という 4 段階のステップ（4STEP 数研出版ですね30）を踏むことが重要になります。す

でに 900 字を超えてしまいましたので、続きは次週です（踊念仏）31。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
30 高校時代、数学の授業で使っていました。自身の不勉強を棚に上げて申し上げますが、

この問題集のせいでパターン化された学習ができなかったといってもおそらく過言では

ない、とそこはかとなく思っています。実際のところはどうなんでしょうか。 
31 これもイチオシ。 



2017.09.12 タイトル 「段階を踏む」 

 

 

火曜日、お好きですか。私はピーコです。（？？？）32 

 

 

先週、「続きは次週（踊念仏）」などという低俗な33冗談で締めてしまった弊ブログです

が、今週は先週の続きということで、選択問題の解法に関して、具体的な話をしていきま

す。先週、以下の 4 ステップを皆さんにお示ししました。 

 

 

① すぐに選択肢を見ることはやめる 

② 傍線部にしっかりとあたり、記述解答を作成するように答えの核を考える 

③ ②で考えた答えの核に合致する選択肢を選ぶ 

④ 必要ならば確かめを行う 

 

 

各ステップ（丈の短い草原）について、細かく見ていきます。 

 

 すぐに選択肢を見ることはやめる 

当然といえば当然ですが、当たり前のことができていないと先に進めません。設問に

ついてろくに考えずに（もしくは考えているつもりで）、選択肢を見てしまうがため

に、本文中に存在する単語・表現に飛びつき、結果として尊い犠牲を払うことになり

ます。さしずめ（私は深爪）、飛んで火に入る夏の虫といったところでしょうか。 

 

 

 傍線部にしっかりとあたり、記述解答を作成するように答えの核を考える 

結局ここが一番の眼目になります。基本的に、国語の問題を解く際は、一部の例外

（漢字の書き取りや接続語の挿入問題など）を除いて、記述問題として考えるのが鉄

則です。もちろん、選択問題と記述問題でその力の入れ具合は変わってきます。後者

の場合は実際に解答を記述しなければなりませんから、しっかりと一字一句にこだわ

りますが、選択問題の解答を出すために必要な記述とは、中心となる部分、いわゆる

「核」です。この「核」を作ることができればもう点数はもらったのも同然です。 

※どのようにして「核」を作るかですか？毎週土曜日、教室にてお待ちしています。 

                                                   
32 これは記事をメールで送信した翌日、とても後悔しました。 
33 謙遜です。 



 ②で考えた答えの核に合致する選択肢を選ぶ 

ここはもう、視力検査です。自身の考えた核と、内容が合致するものを選びます。私

が授業でよく申し上げる、「○○眼科に一緒に行こうか！34」の語源ですね。 

 

 

  必要ならば確かめを行う 

  新田駅前教室の玲央奈先生もブログでおっしゃっていましたが、国語の問題も、他の 

  教科と同じように確かめが出来ます。傍線部と選択肢を、設問の条件どおりにつなげ 

  て、意味が通るか通らないかで判断します。 

 

 

以上、選択問題を考える上での 4 ステップでした。 

 

 

※ 時間が足りないと思ったそこのあなた！ 時間が足りないのではなく、時間が足りる

ように問題を解く訓練が足りません。 

※ 選択問題で毎回毎回、解答の核を作るのが合理的ではない、とお考えのあなた！ 読

解力を履き違えています35。 

 

 

また来週、お会いしましょう。シーユーレーター、アリゲーター36。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
34 ほんとに「ちなみに」に過ぎないのですが、私の視力は、とても悪いです。 
35 本稿での「読解力」とは、書いてある文章についてその内容を過不足なく正確に、他人

に伝達できるように理解をすると同時に、筆者の意図をもとに、主張や題材の重要度を

正確に序列付けることができる力のことをいいます。 
36 See you later, alligator. 押韻高校（原文ママ）ですね。G-PAPILS 岩沼中央校ブログ 

2017 年 9 月 13 日を参照。 

 



2017.09.20 タイトル 「線引き」 

 

 

またしても火曜日です。アフター・ア・ホワイル、クロコダイル37。どうも中村です。い

わゆる言葉遊びですね。「さよなら三角。また来て四角」みたいなやつです。 

 

 

今回のテーマは「線引き」です。（最近どこまで突っ込んでつまらないことを書いてよい

のか、線引きがあいまいになってきました。まあ普段の私の授業では絶えずつまらないこ

とをつぶやいていますから、授業とブログとの乖離がないのはいいことですが･･･） 

 

 

ところで、皆さんは国語の先生から「問題を解くときには大事な部分に線を引こう」なん

て教わった記憶はありませんか。何を隠そう私も国語の先生からそういわれたクチ（言っ

たのは口）で、高校 2 年生くらいまでは線を引きまくりでした。とりあえず大事だと思っ

たところは片っ端から線を引いていましたから、本文が真っ黒になり、線を引いたことで

かえって分かりにくくなってしまうことも多々ありました。このように、重要だと思って

いる部分は所かまわず線を引いていましたから、結局のところ無益でしかありませんでし

た。（線あるのに詮なし38･･･） 

 

 

本文のある部分が「重要」であるかどうかをどのような基準をもって判断するか、問題は

その点にのみ存在します。 

 

 

そもそも、文章を読みながら線を引く目的は、文章の構造を図式化することによって内容

理解を容易にするためであるはずです。そのため、線の引き方は文章のジャンルごとに若

干異なってきます。 

 

 

たとえば論説文であれば、 

①「反復・対比・理由」という論理が軸となって展開していくこと 

②「具体」から「抽象」、もしくは「抽象」から「具体」という流れを持っていること 

③「主張」は基本的に「通念」とは異なっているということ 

                                                   
37 After a while, crocodile. こちらは押韻（原文ママ）中学校。 
38 でも下線はあります。 



といったような、その文章のジャンルの原則があるのですが、その原則を頭に入れた上

で、よく出てくる文構造・表現を意識的にマークしていくことになります。 

 

 

そうすることによって、論説文であれば筆者の主張を、小説であれば登場人物の心情と彼

らの成長の軌跡39を正確に把握できるようになってきます。 

 

 

線を引くならば、どのような文章でもジャンルが同じであれば同じ態度をとるべきです。

常に一定の態度で文章に向き合うからこそ、その文章を正確に「読解」できるようになり

ます。 

 

 

文章のジャンルの原則を学び、文構造・表現に注目をしながら読解をしたいみなさん。毎

週土曜日、教室にてお待ちしています。 

 

 

次回は小説と物語の違いについて書くつもり40です。お楽しみに！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
39 小説では、登場人物が成長していきます。決して比喩ではなく。 
40 ブログ執筆時にはすでにその意欲はそぎ落とされていました。 



2017.09.26 タイトル 「物語と小説 ①辞書から」 

 

 

火曜日ですお久しぶりです中村です（無季・字余り41） 

「毎週読んでいます」と、声をかけてくださる生徒の数が多くなってきました。ありがた

いです。「長いけど」という枕詞ももれなくついてきますけど･･･ 

というわけで、最近は特に前置きが長くなる傾向がありますので、すぐに本題から。 

 

 

物語と小説の違いについて語り手ぇ（この言葉、よく覚えておいてください。来週のキー

ワードです）ということで、今回はその 2 つのジャンルの違いについて、話をしていきま

す。 

みなさんは、小学生までの国語の問題集や塾のテキストには「物語文の読解」とかなんと

か書かれていたものが、いつのまにか「小説の読解」にすり変わっていた、なんていう経

験はありませんか。そして、どこからどこまでが物語で、どこからどこまでが小説なの

か。その 2 つに明確な区分はあるのかと疑問に思ったことはありませんか。 

 

 

仮になくても話を続けます。 

 

 

まず、物語についてですが、そもそも読んで字のごとく、「物を語る」ことから来ていま

す。辞書を引いてみても、 

① さまざまな事柄について話すこと。 

② 特定の事柄の一部始終や古くから語り伝えられた話をすること。 

③ 文学形態の一。作者の見聞や想像をもとに、人物・事件について語る形式で叙述した 

散文の文学作品。 

（『大辞泉』より 強調は中村） 

 

簡単に言えば、「ただのお話」です。「誰かが何かをして、どうなって、何かがこうし

て」といったような、連続性を持つ出来事の箇条書きといってもよいです。これらの出来

事は時系列でつながります。換言すれば（酸化もするかも）、「そして」でつながる時系

                                                   
41 無季自由律、と言えなくもなさそうですが、尾崎放哉の「咳をしても一人」に代表され

るように、自由律となると、定型の五七五を大きく外れていきます。今回の「火曜日で

すお久しぶりです中村です」は、五七五のリズム感からは大きく外れていませんので、

ただの（失礼！）字余りとなります。 



列による構成とも言えます。そして（！！！）それは、「ストーリー」と呼ばれることも

あります。 

 

 

それに対して小説ですが、これもまた、辞書を引いてみましょう。 

① 文学の一形式。特に近代文学の一ジャンルで、詩や戯曲に対していう。作者の構想の 

もとに、作中の人物・事件などを通して、現代の、または理想の人間や社会の姿など 

を、興味ある虚構の物語として散文体で表現した作品。 

（『大辞泉』より 強調は中村） 

 

こちらは、 

① 近代文学の一ジャンルであること 

② 作中の人物・事件などを通して、現代の、または理想の人間や社会の姿などを興味あ 

る虚構の物語として表現していること 

 

の 2 点に注目していきましょう。①に関しては、もともと「小説」とは、英単語の novel

の訳語であって、坪内逍遥がその訳語をあてたとかなんとか、知識をひけらかしたい方42

もいるでしょうが、まあどうでもいいです。しいて言うならば、「近代」文学の一ジャン

ルであることには留意しておく必要があります。 

②が重要で、物語との決定的な違いになります。物語はただ語られるだけであって、出来

事の連続に注目されますが、小説では、「作中の人物・事件」などを通して、あるものご

との姿を表現しているというわけで、ただ単に出来事が連続するわけではなく、出来事と

出来事のつながりや関係性が重要になってきます。この出来事と出来事のつながりや関係

性のことをプロット、と呼ぶこともあります。 

 

 

辞書的な意味をさらったところで、わかったような、わからないような、結局よくわかり

ません。さらに語るべきことは多くあるのですが、中村のブログネタ確保の観点から（紙

面の都合上）、今回はここまでにしておきます。（心の声が出てしまっていますね…） 

 

 

今週の話をまとめると、結局こういう感じですね。 

 

 

                                                   
42 そういう「先生」多いですよね。 



「王様が死に、それから王妃が死んだ」といえば、ストーリーですが、「王様が死に、そ

して悲しみのために王妃が死んだ」といえばプロットです。時間の進行は保たれています

が、ふたつの出来事のあいだに因果関係が影を落とします。あるいはまた、「王妃が死

に、誰にもその原因がわからなかったが、やがて王様の死を悲しんで死んだのだとわかっ

た」といえば、これは謎を含んだプロットであり、さらに高度な発展の可能性を秘めたプ

ロットです。それは時間の進行を中断し、許容範囲内でできるだけストーリーから離れま

す。王妃の死を考えてください。ストーリーなら、「それから？」と聞きます。プロット

なら「なぜ？」と聞きます。これがストーリーとプロットの根本的な違いです。 

（E.M.フォースター 『小説の諸相』 より） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2017.10.03 タイトル 「語り手」 

 

 

どうも火曜日です。中村です。 

先週は、物語と小説の違いについて、内容の展開の仕方に注目をした区別をしていきまし

た。時系列でつながっていくのが「物語」で、関係性を重視した構成が「小説」でした

ね。 

 

 

今回のテーマは、タイトルのとおり、「語り手」です。文字通り、何かを語る存在のこと

を言うわけですが、この語り手を意識しなければならないのが、小説になります。 

上述のとおり、小説は内容相互の関係性を重視した構成です。先週も引用した E.M.フォー

スターによれば、「王様が死に、そして悲しみのために王妃が死んだ」というのがまさに

その最たる例なわけですが（『小説の諸相』より）、この「悲しみのために」という部分

が、換言すれば、内容相互の関係性を表す部分になっている心情の描出が、今回のプロッ

トで登場する「王様」や「王妃」以外の視点（すなわち「語り手」）から描かれていると

いうのが、小説最大のポイントになります。 

 

 

小説は、内容相互の関係性を重視した構成であるからこそ、登場人物の心情や、その成長

の軌跡が描かれるわけですが、その心情について、「俺は悲しい」とか、「私はうれし

い」だとかといったように、台詞で直接的に表現する文章は、ほとんど見たことがないと

思います。極端に言うと、台詞で書くとダサいん43です。 

語り手を使って、その叙述を意図的に隠すことに小説の妙があるのに、直接書いてしま

う。それは禁忌44です。 

心情を答える問題の解法で、「情景描写に注目しよう」などと指導されることも多いです

が、それはまさに語り手の存在を明示できるからこそ、意味を成す指導です。だって、み

なさんはつらいときに、曇り空がいつも以上に暗くよどんだように見えますか。ほぼそう

は見えないでしょう。もし見えるのだとしたら眼科に行きましょう45。 

※一人称小説はありえないのですか、はたまた二人称は･･･ と思った皆さん。鋭いで

す。お便りを下さればお返事いたします。大学病院前教室の中村宛にどうぞ。 

 

                                                   
43 I 先生風にいうと「ただの日記」 
44 大阪とか？ 
45 一見、クレームが来そうな文句ですが、一切来たことがありません。毎回授業で言って 

いるからだと思います。 



語り手の話なんてどうでもいいなあと感じたみなさん。 

たとえば、芥川竜之介の名作『羅生門』の「その上、今日の空模様も少からず、この平安

朝の下人の Sentimentalisme46 に影響した。」という表現をどう思いますか。この部分に

何も違和感を覚えませんか。 

何でもかんでもテクニックだなんて、私は言いません。それは詭弁です。そもそも、なぜ

小説の問題で、心情を聞く問題が多いのか、また理由を聞く問題が多いのか、私はそこを

伝えたいです。高校入試しか使えないテクニックなんて、捨てましょう。先に進んで、絶

望したくありません。絶望させたくもありません。 

 

 

私は、それが正しいと思います。だからこれからも言い続けます。 

いつも長くてすいません。今日はこのくらいで。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
46 なぜ、平安朝の下人が、こう感じるのか。ここが文学研究の始まりです。 



2017.10.10 タイトル「試験科目としての小説考」 

 

完全にかっこつけました。中村です。本当は、「引用の効用」なんてテーマを考えていた

のですが、それはまた来週にします。（簡単に言うと、なんでもかんでも引用しとけばい

いんよう！47とはいかない、ということをお伝えします）こうしてどんどんストックがた

まっていきます。しめしめ。 

 

 

G-PAPILS 岩沼中央校、澤田先生の「読感」。まさにそのとおりだと思います。読書の対

象としての小説では、語り手の存在だとか、そんなものは考えてはいけません。粋ではあ

りませんから。しかしながら、学校の授業ではもちろんのこと、定期試験や、高校入試ま

で、小説や物語を扱い、出題しています。取り扱われ、出題されてしまう以上、どのよう

な視点で読むべきか、という部分が問題になってきます。今回はその点について考えてい

きます。 

 

 

前回、前々回と考え続けてきた小説と物語の違いの話に戻りますが、小説は内容相互の関

係性を重視したジャンルの文章でした。内容相互の関係性、もっと簡単に言えば出来事と

出来事の因果関係ですが、その因果関係の柱となるのが心情です。ある出来事が、登場人

物にある心情を発生させ、その心情の結果、登場人物がある行動を起こす。その行動は、

ある登場人物にとっては、事件や出来事であって･･･ といった風に、循環して展開して

いくのが小説です。 

そして、その行動や心情の描出を、単純に登場人物の台詞や地の文で行うだけでなく、作

者が作り出した語り手（多くの場合人格が与えられており、小説内のさまざまな物事に関

して独自の視点で評価を下します Sentimentalisme の謎、解けましたね）にも行わせる

ことで、意図的に隠された叙述を作り出しています。 

 

 

小説を読む上で注意すべきは以上の内容であり、このことを踏まえた上で私が提唱するの

は、「神の視点で俯瞰する」（I 先生すいません。パクリマシタ）読解です。神、という

のはもちろん比喩です（ちなみに私は神に誓って無神論者です）。この読解法は、小説の

展開を、構造上注意すべき点に着目しつつ、遥か上から眺めるといった読解の方法です。

自分の常識で考えず（曇りが好きな人だっていくらでもいますから！）、感情移入なんて

もってのほかで、淡々と読解していく。これが王道です。 

試験科目としては以上のように読みましょう。 

                                                   
47 これはひどい。 



それ以上に、感じる読みを大切にしましょう。どちらもとても大切な読み方で、国語とい

う教科で完成を目指す読解力の基礎です。そして、感じたことをぜひ、周りの人に伝えて

みましょう。表現をうまくする必要はありません。自分のありったけの思いをぶつけてみ

ましょう。それもまた、読解です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2017.10.17 タイトル 「引用の効用－引用とは－」 

 

 

普通にブログを書き進めているうちにどうしても書きたくなってしまったので、いつもの

挨拶の前に小噺48を一つ。 

 

A「この引用長すぎない？もう 5 行分もあるよ」 

B「しょうがないじゃないか。ん？引用が五行だって？」 

A「ほら、こんなにあるよ」 

B「確かに。これが本当の引用五行説だね」 

 

 

秋休みいかがお過ごしだったでしょうか。扁桃腺炎でダウンしていた中村です。2 年前の

冬期講習会で罹って以降、慢性的に発症するようになりました（あの時は本当に様々な方

に助けていただきました。ありがとうございました）。いつもくだらないこと言っている

割に、体は繊細である49ということですかね。 

 

 

今回のテーマは「引用」です。前回、「とりあえず引用しとけばいいんよう！」という傑

作ギャグを世に産み落としてしまった者の責任として、しっかりとお話していきます。 

 

 

引用といえば、他人の書いた文章を自分の文章の中に「引いて用いる」わけですが、なに

もそっくりそのままの形でなくて、たとえば見解や研究結果などを論拠として使用する場

合も「引用」になります。引用する際は本来、出典を明示する必要があり、その形式もあ

る程度の違いはあるものの、明示しなければならない要素は決まっています。 

前前前回（私とは入れ替わりたくないですか… 知ってます）の小説の回では、E.M.フォ

ースターを引用しましたが、本来であれば書名と著者だけでなく、出版年やページも明示

する必要があります。 

そうはいうものの、紙面につらつらと書き連ねていると冗長になってしまい見栄えも悪く

なりますから、脚注をつけ、章や本の終わりに参考文献として、書誌情報を明記する場合

もあります。私はこのブログを Word 形式で作成していますから、脚注は抜け目なく作成

                                                   
48 この小噺は傑作です。自画自賛。 
49 今年度に入って 8kg 太りました。ストレスでの食べすぎでしょうか。ちなみに「今でし 

ょ」の林修先生は、「ストレスは 0kcal」とおっしゃっていました。ぐうの音も出ませ 

ん。 



しています。ちなみに脚注ではギャグの解説も行っています。紙媒体で出回ることがあれ

ば、先ほどの引用の部分もご覧いただけると思います。（この段階で 35 ページ分になっ

ています。実現するかもしれませんね…） 

 

 

国語の話と一切関係なさそうなことを書きなぐっているようですが、実は関係が大有りで

して、国語では読んで「理解する」能力だけではなく、書いたり話したりすることで相手

に何かを「伝える」能力も重要視されています。（公立高校入試で 20 点分も配点されて

いる作文が最たる例です） 

そして、この能力は何も国語に限ったことではなく、これからの教育で伸ばすことを求め

られる、説得力を持って相手に何かを伝える力に関係してきます。（学習指導要領を見て

ください。中学社会とか典型です）「なんとなく」とか「K 君が言っていたから」とか

（K 君は苦悩を多く抱えていそう50ですね、なんとなくですが）では、相手は納得しない

わけです。 

ここで一役買うのが「引用」なわけですが、ちょっと字数が厳しくなってきたのでまた次

回にしたいと思います。 

 

 

あと、引用の効用はなにも説得力を増すことだけではありませんからね。これは来週まで

の宿題にします。 

 

 

では、前前前世ではだめでしたが、来世でお会いしましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
50 これを書いていた当時は、『こころ』を想定していたのでしょうな。 



2017.10.24 タイトル 「引用の効用－読む上で－」 

 

 

こんにちは。火曜日の中村です。 

先日、某中 2 生から「先生、余計なこと書きすぎじゃありませんか」と、至極真っ当なこ

とを言われてしまいました。 

 

 

反省に反省を重ね51、今日は一切脱線しないように、淡々と書き進めてまいります。 

 

 

前回は引用という行為について、概説的に、そして実際に行う側に立っての内容でした

が、今回は、本文を読む際に注意すべきことについて確認をしていきます。 

引用をしている文章を読む機会は、おそらく論説文の場合がほとんどでしょうから、以下

は論説文についての内容となります。 

 

 

まず、筆者がなぜ引用をするのか、という部分についてです。大きく 2 種類に分けられま

す。 

 

① 自身の主張と同様の主張をしている権威ある専門家の言葉を引用することで、自身の

主張に説得力を持たせるため。 

② 自身の主張とは反対の主張をしている（権威ある）専門家の言葉を引用した上で、そ

の意見を、根拠を明確にした上で否定をすることで、自身の主張の補強をするため。 

 

 

②が、うまくいけばかなり効果を発揮する引用です。そもそも論説文の主張は、通念

（我々が普段そうだと考えていること）とは、異なります（異なるから意味がありま

す）。そのため、当然私たちには理解できない（正確に言えば、一読では納得できない）

主張が書かれています。一読では理解されない・納得されない主張に対する反対主張を挙

げ、その意見を否定することができれば、一気に自分の主張は理解され、読者には「確か

に」と思わせることができます。 

この引用は、皆さんが文章を書く際にも有効なものです。実際に書いてみるとよいでしょ

う。 

 

                                                   
51 もはや「猛省」です。 



論説文の読解をする上では、引用がどのような効果を持っているのか、そして筆者の主張

とどのようにつながっているのか、を正確に把握していかなければなりません。 

 

 

ただ単に、「なんか違う人の言葉がある」とか思わないように。 

それではまた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2017.10.31 タイトル 「52･55」 

 

 

どうせ読んでほしい人は読んでいないので52「なんちゃって古文」にします。 

ちなみに、美しい文章ではありません。 

でも、どうせ 500 文字程度ですから、早く読みましょう。 

鳥獣戯画程度も早く読めない人間が、長文問題を早く読めるわけがありません。 

想像力を働かせながら。 

さあ、どうぞ。 

 

 

こんにちは。中村です。今日は火曜日なめり。（断定の助動詞「なり」の連体形撥音便無

表記＋推定の助動詞「めり」の終止形） 

 

仙台のある生徒、年寄るまで国語の長文を苦手と思ひたりければ、心うく覚えて、ある時

思ひ立ちて、ある学習塾に通ふことになりぬ。「長文問題の神髄は速読にあり」と教へら

れて、かばかりと心得て試験を受けけり。 

試験終はりて、生徒、「年比悩みつること、解決し侍りぬ。聞きしにも過ぎて易しきこそ

おはしけれ。そも、受けたる人の遅きこと、何事かありけん、ゆかしかりしかど、速読こ

そ本意なれと思ひて、本文を読むことぞとく終へし」とぞ思ひける。 

少しのことにも、先達はあらまほしき事なり。 

 

物語の読みやうは、客観をむねとすべし。主観は、問題を解くときにはわろし。つくりを

慮らぬ解法は、堪へ難きものなり。 

主観は、益なし。客観、遥かにありがたし。細かなる表現を読み、つくりと比ぶればこ

そ、書きし者の本意もおのづから思ひ遣らるれ。･･･ 

 

※ 上は、すべてつくりごとなり。気に病むことなかれ。 

 

                                                   
52 相当荒れていますね。やだやだ。 



2017.11.03 タイトル 「もしを解くなら」 

 

 

こんにちは。金曜日の中村です。 

どうですか、新鮮でしょう。私も新鮮53です。たまには中村のブログが続いてもいいだろ

うということで、今日はもちろんのこと、もしかすると火曜日くらいまで書き続けるかも

しれません。全国 3 人の中村ファンの皆さん、安心してくださいね（意味不明）。 

 

 

さて、タイトルの「もしを解くなら（呼応）」ですが、本日 11 月 3 日は、模擬試験の実

施日で、今このようにカタカタとブログを書き綴っている間にも中 3 生、中学受験生の皆

さんは問題に取り組んでいますから、その「模擬試験」をテーマにしてブログを書こうと

いう魂胆でございます。 

「テーマは模擬試験です」とは言ったものの、模擬試験の時期になるとあすなろ学院の

様々な先生が、模擬試験の意義について取り上げていらっしゃいますから、重複すること

も多々あると思いますが、まあお付き合いください。 

 

 

模擬試験の意義ですが、自身の弱点のあぶり出しはもちろんのこと、「緊張感を持ちなが

ら、様々な解法を実践できる場所である」という点も見逃せません。レギュラー授業や実

戦ゼミで各教科の問題の解法は学んでいるわけですが、本番で「どのような順序」で「ど

の解法」を用いるのが自分にあっているのかを確認することが出来ることも、模擬試験の

意義であるということです。 

 

 

時間配分はどうするのか、問題はどの順番で解くのか、そういった部分に気を遣っていく

ことも戦略であり、試験に勝つためには必要です。知識の確認だけではない、模擬試験の

利用をしていきましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
53 なんせ、18 歳ですから。 



2017.11.04~2017.11.06 タイトル 「再掲、古典を学ぶ意義 漢文補完編」 

 

 

こんにちは。またまた（たまたま）、中村です。 

最近、高校生に「なぜ古典を学ぶのか、その意義は」と問われる機会がありました。以前の

ブログで取り扱った話題（7 月 4 日）ですが、当時はどちらかというと古文よりの支店でし

たので、漢文を学ぶ意義も含めて、再掲（加筆修正はありますが）します。4 日連続の長編

です。 

 

 

今回のテーマは、「なぜ勉強するの」シリーズ第 2 弾、古典編です。 

前回の「なぜ国語を勉強するの」では、国語を勉強する意味について「思考」と「言語」の

関係性からお伝えしました。大半の読者の皆様は、私の主張に納得いただけたと思うのです

が（傲慢）、前回の視点はどちらかというと現代文寄りで、「中村！古典はどーなんだこの野

郎」とお思いの方も多いと思います。そこで今回は古典を勉強する意味についてお話をして

いきます。 

 

 

ではまず、各学校で教育課程（カリキュラム）を編成する際の基準である学習指導要領の文

言をみてみましょう。なお、古典の学習が本格化するのは高等学校からですから、今回の引

用は高等学校の学習指導要領とさせていただきます。 

 

 

高等学校学習指導要領 古典 B 「目標」の項には以下のように記されています。 

古典としての古文と漢文を読む能力を養うとともに，ものの見方，感じ方，考え方を広くし，

古典についての理解や関心を深めることによって人生を豊かにする態度を育てる。 

 

 

ずばり答えはこの一文に書かれています。「ものの見方、感じ方、考え方を広く」して、「人

生を豊かにする態度を育てる」ために古典は学習しなければならないんですね。いやぁー、

そういうことだったのかぁ！これで一件落着ですね。 

 

 

以下、2017.11.05 

「ものの見方、感じ方、考え方を広く」して、「人生を豊かにする態度を育てる」ために古

典は学習しなければならない、なんてのは問屋が卸しません。「なにそれ？」と思う方が大



半でしょう。確かにそう思うのも無理はありません。学校の授業や試験ではやれ上一段活用

だの、伝聞推定の助動詞「なり」の連体形撥音便無表記だの、謙譲語Ⅱ種だの（上司に対す

る「出張で北海道に参ります」という発言における「参ります」などが該当します。敬意の

対象が、被動者ではなく、聞き手や読み手になる謙譲語のこと いわゆる丁重語）、覚える

ことばかり多くて、「古典についての理解や関心」なんて深めてる場合じゃないわ！という

声が聞こえてきます。 

 

 

こればかりはしょうがないのですが、実際問題学校の授業の中では、古典を自分で読めるよ

うになるための「道具」である文法を教えることで手一杯になってしまいます。そして学習

者の多くは、機械的に覚えるだけの古典文法（そもそもこのような指導しかできない指導者

側にも問題はあります）に嫌気が差し、「古典なんてやっても意味ねえし。俺日常会話で『そ

れいとをかし～』とか言わねえし！」と、古典からどんどん離れていってしまうのです。 

 

 

まず、大前提として申し上げたいのは、 

①古典文法は古典を理解するうえで超えなければならないハードルであること。 

②古典は「実学」というよりは「教養」であるということ。 

の 2 点です。 

 

 

①に関しては言わずもがな（「もがな」は願望の終助詞ですね、嗚呼…）、スポーツであれば

ルールに相当します。 

 

 

②については、「教養なんていらない！なくても生きていけるもの」という声が今にも聞こ

えてきそうですね。教養はいらない、確かにそのとおりかもしれません。ここで重要なこと

は、いわゆる「教養」は、なくても困らないが、あればとても助かるものである、というこ

とです。たとえば、皆さんはなぜ松尾芭蕉が『奥の細道』に記されているような、大掛かり

な旅をしたのかご存知でしょうか。もし皆さんが宮城県出身であるということを知ったあ

る人から、その話をされたらどう答えますか。「気分じゃないっすか」とでも言っておきま

しょうか？答えられなくても困りはしません、でも、もし答えられたとしたらそこからさら

に話題が広がり、自身が知らなかったことを知ることができるかもしれません。 

「教養」が新たな「知」を呼び込むといっても過言ではありません。これは一例に過ぎませ

んが、この例に限らず、もっと身近なところで言えば、皆さんが普段使っている言葉の中に

も、古典を元にしている言葉が多くあります。(矛盾、推敲、五十歩百歩、蛇足などなど）



このような身近な言葉にも古典は浸透しており、「実学」ではないから勉強はしない、とい

った論理は通用しないと私は考えます。 

 

以下、2017.11.06 

 

 

さて、昨日は「教養としての古文」についてお話をしました。今回は、古典を通して身につ

けたい感覚の話です。その感覚が、「漢文」を学ぶ意義とつながっていきます。が、その答

え合わせは火曜日にしましょう。（結局加筆版を引き伸ばしただけ･･･） 

 

 

 

ところで、中学 1 年生の教科書に採択されている『竹取物語』、作者がわからないんです。

成立年もわかりません。わかっていることは、日本最古の物語であり、同時に最高傑作のひ

とつでもあるということ、ただそれだけです。作者も成立年も未詳の文学作品が、少なくと

も 1000 年以上にわたり読み継がれている、このこと自体とてもすごいことです。何も『竹

取物語』に限った話でありません。『枕草子』や『徒然草』、『源氏物語』や『平家物語』だ

って、長い間脈々と読み継がれています。 

当時の状況を知る人間なんていまや存在しているはずもないですが、これらの作品を読め

ば、当時の人々が何を美しいと考え、何を美徳とし、何に悲しみ、何を楽しんだのか、にふ

れることができます。古典を学ぶ最大の意義はここにあると私は考えます。 

 

 

古典を学習することで、2000 年の間、権力者や情勢がめまぐるしく変化していった日本と

いう国で、いつの時代でも読み継がれてきた作品にふれること、その当時に思いをはせるこ

とができます。換言すれば、時空を超えて他者とさまざまなものごとを共有できるようにな

るのです。そしてその感覚こそ、小さくなっていく世界に生きる人間が持つべき感覚なので

はないでしょうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 



2017.11.07 タイトル「再掲、古典を学ぶ意義 漢文補完編④」 

 

 

こんにちは。長期シリーズも終わりを迎え（加筆版で引きのばしただけ）、感慨に浸って

（ナイル川の氾濫をそのまま耕地に誘導します… それは灌漑）います。そろそろ感慨で

ふやけそうなので（浸る、と灌漑の「水」 上手い！←上手くない54）、話を戻します。 

 

 

前回まで、「なぜ古典を学ぶのか」という問いに対して一つの答えをお示ししました。も

ちろん、私がお示ししたものが絶対的だとは考えていませんし、ほかにも様々な答えはあ

るのだろうと思いますが、少なくとも言えることは、塾であっても学校であっても、自身

が教えている教科を学ぶ意義や効用を話せない人間は信用できない55ということです。私

も小中高大、と学校に通ってきましたが、大きな顔をして（物理的な問題ではなく）、目

の前の問題を解説して知識をひけらかし悦に入る、そんな人間は世の中に山ほどいます。

（そもそも知識量などもはや問題ではありません。スマホで調べればいいじゃないです

か。電子辞書でも結構でしょう）そうはなりたくないなあと思いながら、塾の「先生」と

いう職業をしていますけど、どうですかね。まだまだだと思いますが。まあ、精進しま

す。 

 

 

ヒントの「真名」と「仮名」。決して双子の姉妹というわけではなく、それぞれ「漢字」

と「かな文字」の呼称でございます（クシャミ出そうです）。平安時代、唐の衰退によっ

て遣唐使は廃止され、当時文化の最先端であった唐の文物を手に入れ、模倣することがで

きなくなった結果うまれた「かな文字」ですが、そもそもそのかな文字は「仮名」でわか

るとおり、「仮の文字」でございまして、では真なるものはどこにあるのかというと（後

ろの toV ではないですね）、「真名」と呼ばれる「漢字」がその真なるものでございまし

た。今でもお蕎麦屋さんにいけば（ちなみに私はそばに目がありません 長野県東和田の

「わだや」56さんは本当に日本一です）、「きそば」とわけのわからない平仮名らしきも

のが並んでおりますが、あれなんかは好例でして、特に「そ」は「楚」という漢字に似て

おりませんか。実はあの「そ」は、「楚」を字母とした変体仮名でして、「楚」を崩して

「仮の名（文字）」として音を当てたわけです。 

 

 

                                                   
54 知ってる。 
55 「先生」を誰でも彼でも信用してはいけません。 
56 日本酒も銘酒ぞろい。 



ちょっと長くなりましたので整理しますが、今われわれが「平仮名」だの「片仮名」だの

と言って使っている文字は、もともと「真名」であった漢字の形を崩した「変体仮名」と

いうものがもとになっているんですね。大学で国文学や国語学といった系統の学問をした

いという奇特な方は（何を隠そう私ももともと哲学科所属57でした）、この変体仮名に苦

しめられるわけですが（翻刻とかいうものをやるんですね。かな文字をみて字母を特定し

ていきます。その字母の異同で写本間の違いやらなにやらを確認していくわけです）、も

ちろん字母を異にする変体仮名が多く存在しており、同じ「あ」の音でも、「安」「阿」

「悪」「愛」など様々な漢字が元になっていたわけです。しかしそれではまずいというこ

とで、代表的なものを取り上げ、明治 33 年の「小学校令施行規則」で仮名は一音一字に

決められた、というわけです。 

 

 

長い上に、漢文を学ぶ意義までたどり着けませんでした。ポイントは、われわれが読む古

文が書かれた時代には、「漢字」が大きな役割を果たしていた、ということです。続きは

来週。来週のキーパーソンは「紀貫之」でございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
57 ドイツ語が読めなくて、挫折しました。 



2017.11.14 タイトル 「あたらしい学力のはなし」 

 

 

こんにちは。中村です。具合が悪いので、漢文シリーズはいったんお休みします。 

適当書いているようで実は頭を使っているので、また来週です。今日のテーマは学力ですが、

毎年中 3 生には伝えていることになります。 

要するに頭を使わずに書ける内容にした、ということです。もし漢文シリーズを楽しみにし

ている人がいたら、彼らは相当残念に思うだろうに。（仮定法過去58） 

 

 

我々が小中高大で身につけることを求められている学力とは、目の前に存在する問題・課題

を、 

 

① 分析し 

② できる限り抽象化して 

③ 今までの経験や知識と照らし合わせ 

④ 問題・課題に対して種々の仮説を立て 

⑤ 合理的な解決策を策定した上で 

⑥ その解決策の合理性と根拠を他人に明確に伝え 

⑦ お互いで合意を模索し 

⑧ 解決に至る 

 

ための力です。この考え自体は昔から変わっていないはずです。私がそう思っているだけか

もしれませんが。 

⑥・⑦がいわゆる「あたらしい」とされる視点です。今までもそれらの視点は存在しました

が、最近になってまた取りざたされることが多くなってきました。 

急速にグローバル化した、「多文化共生社会」という、異なる常識を持つ人々が同じ土地で

暮らす社会の中ではより重要になるから強化しよう、ということでしょうか。 

 

 

やはり古典も学ぶべきですね。 

 

 

 

                                                   
58 仮定法のポイントは、①助動詞の過去 ②時制をわざと 1 つ古いほうに ③ひっくり返

って if 省略 の 3 点です。 



2017.11.21 タイトル「再掲、古典を学ぶ意義 漢文補完編⑤」 

 

 

やっと、第五弾です。もう誰も興味はないでしょうが、漢文について話します。 

 

 

前々回の予告でお話したとおり、今回のキーパーソンは「紀貫之」さんですが、紀貫之さ

んといえば、何が有名でしょうかね。 

そう、『古今和歌集』の撰者ということで有名です。しかしそれだけでなく、このお方

は、その『古今和歌集』の序文を、当時では画期的な「仮名」で書いたことでも有名で

す。いわゆる「仮名序」というやつです。「やまとうたは人の心を種として、よろづの言

の葉とぞなれりける･･･」と続いていきます。 

また、『土佐日記』の作者としても有名です。この『土佐日記』は日本の日記文学で、完

本として残っているものでは最古のものです。書き出しの「男のすなる日記といふもの

を、女もしてみむとてするなり59」はあまりにも有名ですが、この部分から分かるとお

り、紀貫之は、女性としてこの『土佐日記』を執筆しています。男性なのに、女性として

仮託文学といわれる所以がここにあるわけです。男性が使う文字は「真名」である「漢

字」であったわけですが、その常識を打ち破って（もっと言えば、書き言葉では「真名」

を使うという常識を打ち破って）、「仮名」である「かな文字」を使ったわけです。 

ご想像のとおり、この紀貫之の功績はあまりにも偉大です。 

 

 

中学生のみなさんが「かな文字」と聞くと「国風文化」とか、『枕草子』とか、『源氏物

語』（「をかし」と「あはれ」の違い、わかりますか？）とかそこらへんが連想されると

思いますが、実は『枕草子』にも漢文を学ぶ意義は隠されています。以下、『枕草子』の

第二九九段、「雪のいと高う降りたるを」です。 

 

 

雪のいと高う降りたるを、例ならず御格子まゐりて炭櫃に火おこして、物語などして集り

さぶらふに、｢小納言よ、香炉峰の雪いかならむ｣と仰せらるれば、御格子あげさせて、御

簾を高くあげたれば、笑はせ給ふ。 

人々も、｢さることは知り、歌などにさへ歌へど、思ひこそよらざりつれ。なほ、この宮

の人には、さべきなめり｣といふ。 

(傍線・波線は中村による) 

                                                   
59 2 つの「なり」の識別が、高等学校の定期試験レベルで非常によく出ます。基本的に、 

上に接続している語から判断するのが鉄則です。 



さて、二重傍線部では、中宮定子が、清少納言に向かって「香炉峰の雪はどうであろう」

と尋ねているわけですが、じつはこの問いかけがトラップでして、「香炉峰」というの

は、中国の大詩人、白居易の『白氏文集』の詩に出てくる山の名前なんですね。つまり、

そのことを知っているのかを試したわけです。白居易の詩では、「香炉峰」を、「御簾を

上げて眺める」という描写があるのですが、なんと！（白々しい、白居易だけに）清少納

言はそれを知っていて、波線部のとおり、自分たちに見えている山を「香炉峰」に見立て

て返答したわけです。このことから分かるとおり、当時の知識人たちの基礎教養として

「漢籍（漢文）」が求められていました。 

まあ、こんな風に自分頭いいですよアピールをしてしまったがために（このほかにも随所

にちりばめられています）、『紫式部日記』では、「得意顔」とか、「現実からかけ離れ

ている」、「ありえない空言」とか言われてしまうんですが･････ 

 

 

さて、漢文をなぜ学ぶか、ということですが、結局のところ、古文の書き手である人々が

使用する言語として漢字が存在していたこと、また、特に平安時代の貴族の中では、以下

に「漢籍」を踏まえて他人と会話をすることや、和歌なり文章なりを作ることができるか

かが問われていたという 2 点を考えていただければ、わかるのではないでしょうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2017.11.28 タイトル「センター試験を受ける君たちへ」 

 

 

こんにちは。長期連載の予感がします。中村です。日本一の規模を誇り、無慈悲かつ、公

平公正な基準として、各種大学入試制度に利用されるセンター試験まで残り 50 日を切っ

たとの情報がはいりましたので、センター試験（国語）を受ける上での注意事項などを書

いていこうと思います。 

国語は四分野から出題されますから、少なくとも 4 回にわたって書けますので、ネタ不足

を大きく解消することも出来ます。皆さんへの啓蒙（えらそう）と、喫緊60の課題である

ネタ不足の解消の両立とは、干拓でもめそう、おっと間違えました。いやはや、でした

ね。 

 

 

というわけで、今回は評論についてお話します。 

 

 

①本文を通読する 

 初っ端から評論に限ったことではなく恐縮です。本文は通読します。傍線部を見つけた

ら問題を解く、なんてことをしていたらあなたの受験番号は掲示板にはないでしょう。仮

にあったとしたらとても不幸です。大学に入って全く講読の授業についていけない、とい

う未来が見えています。入れば御の字ならそれで結構です。 

 

②形式段落の概要を把握する 

 評論ならでは、と言えるかもしれません。各形式段落の概要を把握し、ちょこっとメモ

をするなり（「西洋の自然観について」など）、形式段落の中で鍵となるような文（キー

センテンスとかいうとおしゃれですか）に線を引くなりするとよいでしょう。なぜ、形式

段落の概要を把握するのか、それは③につながります。 

 

③意味段落に区切る（大雑把でよい） 

 形式段落の概要を把握する理由は、意味段落に区切るためです。なぜ、意味段落に区切

るのか。センター評論の傍線部は、そのほとんどが 1 つの意味段落に 1 ヵ所で

あり、根拠拾いは（ミレーは落穂拾い）傍線部の存在する意味段落で完結する

からです。こういうことを教えてくれる塾に通って下さい。「こういうこと」とは、も

ちろん落穂拾いのくだりです。教養こそ力61です。 

                                                   
60 特性：なまけもの←それはケッキング 
61 パワーこそ力。 



④設問を読んですぐに選択肢を見ることはやめる 

 2017.09.05 にも取り扱った話題ですが、選択肢にすぐ目を通すと、十中八九、術中（魔

術師手術中･･･）にはまります。「本文にこの単語が書いてあるから」とか、「これは極

端」とか、もうやめましょう。手遅れかもしれませんが。 

 

 

まだ 4 つしか書いていませんが、今回はこの辺で。次回は評論についての第 2 弾と、可能

であれば小説についてです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2017.12.05 タイトル「続・センター試験を受ける君たちへ」 

 

 

伏字が伏字でなくなりました。（『突然の～♪』報告ですみません。ちなみに「視点の野

原」62ではありません←たぶん伝わらない･･･） 

 

 

評論第 2 弾です。挨拶は省略しました。「あぁ、言語は人が使うものだから省略はよく起

こるんだ！理由なき省略だぁ」とか言っていると掲示板からあなたの番号がしょうりｙ

（以下、自主規制） 

 

 

はい。気を取り直して評論第 2 弾です。なお、通し番号は前回から続けてつけています。

（だからこそ「通し」なわけで） 

 

 

⑤本文通読中の「はぁ？」をヒントに 

まさにその顔です。「なにいってんだこいつ？」が内容理解の大ヒントとなります。 

どこかで書いたもしくは話した記憶があるのですが、そもそも、世の中にこんなにも様々

な言説があふれている中で、なぜ、まだ本を書いたり、論文を発表したりする必要がある

のでしょうか。 

真実と同じく答えも 1 つです。「自分の主張と同内容のものがまだ世の中に出回っておら

ず、自身の主張を広く民衆に伝える必要がある」と筆者が考えているからです。だいたい

今のご時勢に『地球温暖化の原因は温室効果ガスだ！』なんてタイトルに 2000 円＋税な

んて払えませんよね。 

しかし、そんな決まりきった、使い古されたような主張ではないわけです。（すくなくと

も筆者が書いている段階では）だからこそわざわざ書いて、あまつさえお金を取ろうとも

します。 

また、このインターネット全盛期になぜ、無料公開しないのか。まあわけわからない文を

書いていて「自分の主張を無料で公開。けれども間違いがネットの海を航海。だから俺マ

ジ後悔 yeah」とかいう可能性をなくしたいというのもあるとは思いますが、実際はそんな

韻を踏んでいるわけではなく。 

「自分の主張には価値があるもの（＝この世の中で 1 番正しいもの）」と思っているから

です。 

                                                   
62 FILED OF VIEW です。 



つまり、「筆者の主張≠通念（われわれが普段そう思っていること）」という公式が成り

立つわけですね。だからこそ読んでいて「はぁ？」な部分が出てくるわけですし、筆者も

馬鹿ではありませんから、その「はぁ？」を解消してあげるために、 

A 具体例を用いて抽象度を下げて説明すること 

B 理由を明記すること 

C 何かと比べて説明すること 

D 想定される反論や通念を否定すること 

などを通して文章をわかりやすくしていくわけです。さて、評論はとりあえず終わりにし

ます。 

 

 

このブログ、講義色が強いですが、お役に立っていますか。高校国語の授業63なんてあっ

たら楽しそうですね。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
63 センター対策、というのを昔やっていたことがありました。 



2017.12.12 タイトル「続２・センター試験を受ける君たちへ」 

 

 

こんにちは。中村でござる。 

ここ一週間ほどの話ではありますが、毎日私が書いた文章が読める Web ページがあるよ

うです。「中村先生の書いた文章が読めるのはここだけ！」とか言っている場合でしょう

か。少年漫画の独占契約64みたいですね。 

 

どうでもいい話は置いておき、3 週目に入ったこの企画です。今回は小説について。で

は、どうぞ。 

 

⑥問 1 は辞書的意義で 

いつぞや（2017.08.22）の、「語彙力こそパワー」とかいうタイトルのブログで扱った話

題とも関係するのですが、語句の意味を問われるこの問 1 では、絶対に文脈判断を優先し

てはいけません。優先するのは、辞書的意義です。文脈での判断の危うさは、四ヶ月前の

上記ブログでも扱っていますが、50 万人も受ける試験で、大きく幅が出てしまう可能性の

ある「文脈」を解答根拠として問題を作成できるわけがなかろう、といった感じです。 

つまり、いままで小学校から高等学校までの長い間、国語の先生から言われ続けてきた、

「辞書を引きなさい」という、あの呪文がここで報われるんですね。よかったよかった。 

 

⑦心情は「出来事→心情→行動（出来事）」で読みとく 

これもまあ、常識ですわな。心情なんてものが温泉のように勝手にわきあがるわけなどな

く。何か原因（ここでは「出来事」とします）があって、初めて生まれるものだというこ

とをお忘れなく。英語では感情の動詞が他動詞であることもうなずけますね。 

さて、とりあえず前提をおさえた上で、心情の読み取りです。多くの場合、心情が問われ

るわけですから、その前後（もっといえば、原因と結果ですか）をおさえてあげればよ

い、という話です。 

 

小説に関してですが、ブログで細かくお話してなかったのは、上記 2 点となります。

2017.09.26 から 3 週にわたってお話した、小説と物語の違い、語り手の存在などを思い出

していただければ、あとは結構でございます。 

 

 

それではまた。来週は古典編第一部です。 

 

                                                   
64 中村先生の次回作にご期待ください。→小松島教室 blog へ。 



2017.12.06 タイトル 今日から俺が!! 

 

 

こんにちは。中村です。 

格助詞の「が」を副助詞の「は」にすると、不朽の名作になります。そういえば、不朽の名

作とは、多くの人に「普及している」から「朽ちない」すなわち「不朽」なわけで、なかな

か言葉遊びとは面白いですね。 

 

 

ところで、前回の伏字、わかりましたか？ 

そう。「冬期講習期間中、私が毎日ブログを書きます」といった内容だったわけですが、 

実は某所で私の答えあわせ前にその答えが流失しまして、もう半ば自棄になっています。 

 

 

さて、どういうことかと申しますと。 

今日から一ヶ月の間、私が毎日ブログを更新していきます。別に深い意味はなく。自分ので

きることを淡々とこなしていくべきだと感じたからです。 

「コンコンニャローのバーロー岬」はたまた「何とナントの難破船」でしょうか。（それは

『タンタンの冒険』） 

 

 

ということで、がんばって書いていきます。 

しかしながら、いかんせんレギュラー授業期間中は小松島教室に週に 2 日間しか入れない

ため、ほとんどが予約投稿という形になります。 

しばらくは 7 日分を 2 日で書いていきますので、情報が古いとか、教室の状況見せてくれ

とか、そういうのは講習会期間（12 月 17 日～）でおっしゃっていただけると助かります。 

 

 

ところで中 3 生はまた一つ模試が終わりましたが、解きなおしはしましたか？こんなブロ

グを読んでいる暇があったならば、すぐに解きなおしをしなさい。 

疑問点は解決しましたか？レギュラー授業・BW のテキスト、教室の先生など、使える手段

は有り余っているはずです。 

それが終わっているならば、講習会の予習ですね。あ、私の英語クラスの皆さんは第一部、

全範囲予習でしたよね。 

 

 



さあ、どうぞ。 

 

 

では、今日はこの辺で。 

 

 

中村寿人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2017.12.07 タイトル どれが一番大事？ 

 

 

負けない事なのか、投げ出さない事なのか、それとも逃げ出さない事なのか。はたまた、信

じ抜く事かしら。 

（大事 MAN ブラザーズバンド「それが大事」より） 

 

 

何事も優先順位をつけるべきです。 

私も、優先順位については、よく考えています。 

 

 

授業中にどんなことを言おうかとか。 

例えば、「要素」という言葉を出した後、「でんぷんに反応して青紫になるやつではなく～」

とか、高校生からの質問対応で、「準動詞」について話をするときに「じゅんいち、じゅん

こでじゅんどうし～」とか。 

一見（一聞か？）すると、何も考えていないような、とてもつまらない冗談ですら、 

何個かの候補のうちでトーナメントを勝ち上がったものだけが採用されているんです。 

まあ、敗退者の尊厳と私の名誉を守るため、あえてその敗退者たちを書くことはしませんが

ね...（しないのかできないのか、それが問題です） 

 

 

さて、話を元に戻しましょう。 

 

 

今、あなたがやるべきことは何ですか。 

友達と LINE をすることですか。twitter で「なう」とか（古いですかね･･･）つぶやいてい

る場合ですか。 

キャンプに様々な動物たちを呼ぶことですか。私は呼んでます。やはりこのシリーズは楽し

い。 

でも、コレクション要素がないから一日で辞めたとか言っている人65もいました… 

 

 

答えはわかっているんだからやればいいんです。 

 

                                                   
65 I 先生です。 



これから答えがわからない問題多く解かなきゃなんないんだからさ。 

わかってるだけありがたいじゃない。 

 

 

（紫竹先生っぽいなあ） 

（憧れの先生の口調が出てしまうのは… 苦笑ですね） 

 

 

中村寿人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2017.12.08 タイトル 端の多い生涯を送って来ました 

 

 

私はブロガ失格。 

こんにちは。中村です。 

 

 

最近中 3 生の模擬試験があったから、というわけではないのですが、皆さんの解答の書き

方、それからノートについて一言物申します。 

タイトルの意味、理解できましたかね。 

 

 

定期試験や模擬試験といった試験での解答のしかたや、ノートの取り方、どうですか。 

小さい字で、端っこから埋めていってませんか。 

 

 

試験の解答はスペースを意識しているのならばまだ納得できなくはないですが。まあ、あく

までできなくはないだけです。（ちなみに私は天使です66） 

ノートに関してはよく分かりません。なぜ、そんな小さな字で行間もろくに取らず（6 行は

取りすぎだけどね）、狭苦しく書くのでしょうか。 

 

 

そもそもノートを取る意味はなんでしょうか。今から 30 秒間、目をつぶって考えてみまし

ょう。分からない人は手を挙げて待っていてください。 

多分、周りの人がしかるべきところへ連れて行ってくれます。 

 

 

 

答えは、授業の過程を視覚で確認するため、です。決して、授業内容を覚えるため、ではあ

りません。 

授業内で示された、実戦的に整理された知識や、問題の解法など、最終的に試験で使わなけ

ればならない（使えなくてはならない）さまざまなものごとを、 

まずは視覚で「いつでも・どこでも」確認できるようにするためにノートは存在します。 

そのため、「誰が見ても文字が読めない」ノートも不要ですし、「下手したらお金が取れてし

                                                   
66 『天使と悪魔』は最後のシーンが衝撃的でした。ハードカバーで読んだのですが、自身 

で焼印を入れるって、すごいっすよね。 



まうかもしれないくらいカラフルでキレイな」ノートも不要です。 

自分が分かる文字、表記で、自分が見やすいように、作るのがノートです。 

 

 

逆に言えば、ノートを取るだけ取って、再度使わないのであれば、それこそ無駄でしかない

わけです。 

恥じてもよいでしょう。ノートは音声や視覚情報を、保存できるからこそ意味があり、保存

したならば活用しなければ、意味がありません。 

今日から変わりましょう。 

明日から変われるのなら。 

 

  

 

  

 

中村寿人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2017.12.09 タイトル ポエマーと 16 ぴきのりゆう 

 

 

タイトルは、小学校の図書館で誰もが読んだあの名著から。 

ちなみに、和製英語も含まれています。 

 

 

「先生、勉強の時間が取れないんです･･･」 

「それはしゅごい問題だね。どうして時間が取れないの？67」 

とかいう会話自体はもう飽きたを通り越して青森68、って感じなんですが。 

「勉強の時間を取れない」とか言ってしまうポエマー達は、やはり詩人なだけあって、 

すばらしい(皮肉です）理由を並べ立ててきます。 

 

 

「休日の朝、起きられないんです」 

 

分かります。10 時とかに起きてしまうんですよね。惰眠を貪るとかいうやつですね。 

じゃあ、その調子で試験日も起きられずにいましょう。そっちの方がすっきりします。 

もしくは、特別な配慮を申し出るかです。後者の場合、早めに申請をしましょう。 

 

 

「他のことが気になって勉強が手につかないんです」 

 

これも大変な問題だ（棒読み）。でもこれは解決策がはっきりしています。 

「勉強」と書いた紙を手に貼ればいいんです。アロンアルファがお勧めです。そのまま取れ

なくなってしまえばよい。 

 

 

「でも、息抜きも大事でしょう？」 

息抜きするほど、切羽詰って勉強していますか？泣きたくなるくらいしていますか？ 

教室の皆さんにはお話したかもしれませんが、私は小学校 6 年間、ほぼ毎日泣きながら漢

字練習をしていました。 

 

                                                   
67 2 年前の夏期講習でしょうか。この迷言が生まれたのは。（G-PAPILS 岩沼中央校ブロ

グ 2018 年 2 月 5 日 を参照） 
68 名作の予感。 



当時、父親が私の隣に常に座っていて、私が筆順を間違えたり、集中が途切れたりすると、

そのとき書いていた漢字が最後の一文字だろうがなんだろうが、容赦なくそれまで書いて

いた漢字をすべて消すのです。 

まあこれは虐待に近いのかもしれませんが、あのときの漢字練習が無ければ今の私は無い

でしょう。今泣けば、3 ヵ月後に泣く必要は無いのかもしれませんね。 

 

 

中村寿人 


