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★物語と 自分の経験を重 ね合わせ、感 想をまとめよ う
◇ 蔵 本 さ ん の 学 級 で は 、『 物 語 を 読 み 、 自 分 の 経 験 と 重 ね な が ら
あく た が わ り ゆ う の す け

感 想 を まと め よ う』 と いう テ ー マで 本 を読 ん で感 想 を 書き 、 交
とし しゆん

てつ かん し

流することになりました。そこで蔵本さんは芥 川龍之介の
「 杜子 春」 を読 み 、感 想を 書く こと にし まし た。

【ここ までのあ らすじ】
貧乏 な青年杜 子春は 、その 境遇をあ われに思っ た仙人の 鉄冠子か ら二度も 財産を授け られるが 、
が び さ ん

財 産を 得ると 集ま って きた 人々が 、財 産を失 うと 去っ ていく 様子か ら人間に嫌 気がさし、 仙人に
弟子 にし てくれ るよう に頼 む。 する と、仙 人は 杜子春 を峨 眉山に 連れて行き 、何があっ ても絶対
じごく

に言 葉を 発し ては ならな いと いうこ とを 言いつ けて どこ かへ去 ってい く。一人になっ た杜子春の

ほの お

と ころ に怪物 達が やっ てく るが、 杜子 春は言 葉を 発しな い。 やがて 地獄の鬼が やってきて、杜 子
春を地獄 へ連れて 行き、厳 しい責め を行った 。

しよ うねつ

一地 獄に は誰 でも 知って い る通り、 剣の山や 血の池の 外にも、焦 熱 地獄とい う 焔 の 谷や極寒 地獄と
いう 氷の海が、 真暗な空 の下に並 んでいま す。鬼ども はそう いう地獄 の中へ、 代る代る杜 子春をほ う
は

きね

りこみました 。です から杜子 春は無残 にも、剣に 胸を貫か れるやら 、焔に顔 を焼かれる やら、舌 を抜
くま たか

とうて い

かれるや ら、皮を 剥がれる やら、鉄 の杵につか れるやら 、油の鍋 に煮られ るやら、毒 蛇に脳味 噌を吸
われる やら、熊 鷹に眼を 食われる やら、―― その苦し みを数 え立てて いては、到 底際限が ない位、 あ

あき

ら ゆる責苦に あわさ れたので す。それで も杜子春 は我慢強 くじっと 歯を食いし ばったま ま、一言 も口
を利きま せんでし た。
し ん ら でん

す

ごてん

えんま

二これにはさすがの鬼どもも、呆れ返ってしまったのでしょう。もう一度夜のような空を飛んで、
ごん じよう

森羅 殿の前へ 帰って 来ると 、さっ きの通 り杜子春 を階の下に 引き据え ながら 、御 殿の上の 閻魔大王 に 、
「この罪 人はどう しても、 ものを言う 様子がご ざいませ ん 。」と、口を 揃えて言 上し ました 。
ち くし ようど う

さ つそ く

三閻魔 大王はま ゆをひそ めて、しば らく思案 に暮れて いました が、やがて 何か思 いついた と見えて、
「こ の男の父 母は、畜 生 道に 落ちて いるはずだ から、早 速ここへ 引き立て て来い 。」 と、一匹の 鬼に
言いつけ ました。
四鬼は たちまち 風に乗って 、地獄の 空へ舞ひ 上りまし た。と思う と、また 星が流 れるよう に、二匹の
獣を 駆り立て ながら、さ っと森羅 殿の前 へ下りて 来ました。 その獣を 見た杜子 春は、驚 いたの驚か な
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いのでは ありませ ん。なぜ かといえば それは二 匹とも、 形は見す ぼらしいや せ馬でし たが、顔 は夢に
も忘れ ない、死 んだ父母 の通りで したから。
「こ ら、その 方は何 のために、 峨眉山の 上に坐っ ていたか 、まっすぐ に白状し なければ 、今度は その
方の父母 に痛い思 いをさせ てやるぞ 。」
五杜子 春はこう おどされ ても、やは り返答を せずにい ました。

すさ ま

「この不孝者めが。その方は父母が苦しんでも、その方さえ都合がよけ
れば、よ いと思っ ているのだ な 。」
六閻魔 大王は森 羅殿も崩れ る程、 凄 じい声 でさけびま した。
「打 て。鬼ど も。その二 匹の畜生 を、肉 も骨も打 ち砕いてし まえ 。」
ようしや

七鬼ども は一斉に「 はっ」と 答えなが ら、鉄の むちをとっ て立ち上 ると、
四方八方から二匹の 馬を 、容赦なく打ちのめしま した 。むちはりゅうり
ゅう と風を切 って、所か まわず雨 のよう に、馬の皮 肉を打ち 破るので す。馬は 、――畜生 になった 父
母は、苦し そうに身 をもだえ て、眼に は血の涙を 浮べたま ま、見て もいられ ない程いな なき立て まし
た。
「ど うだ。まだ その方は 白状しな いか 。」
八 閻魔大王は 鬼ども に、しば らくむち の手をやめ させて、 もう一度 杜子春の 答をうなが しました 。も
うその時 には二匹 の馬も、 肉は裂け 骨は砕けて 、息も絶 え絶えに 、倒れ伏 していたの です。
九杜子 春は必死 になって 、鉄冠子 の言葉を思 い出しな がら、 かたく眼 をつぶつて いました 。すると そ
の時 彼の耳に は、ほ とんど声 とはいえな いくらい 、かすか な声が伝 わって来ま した。
「心配を おしでな い。私た ちはどうな っても、 お前さえ 幸せにな れるのなら 、それよ り結構な ことは
ないの だからね 。大王が 何とおっし ゃっても 、言いた くない ことは黙っ ておいで 。
」
十そ れは確か に懐し い、母親の 声に違い ありませ ん。杜子 春は思わず 、眼をあ きました 。そうし て馬
うら

の一匹が 、力なく 地上に倒れ たまま、 悲しそう に彼の顔 へ、じっと 眼をやっ ているの を見まし た。母
お

せ

じ

き

親はこ んな苦し みの中に も、息子の 心を思い やって、 鬼どもの むちに打た れたこ とを、怨 む気色さえ
ありが た

けなげ

も見 せないの です。大 金持になれ ば御世 辞を言い 、貧乏人に なれば口 も利かな い世間の 人たちに比 べ
くび

ると 、何という 有難い気 持ちでしょ う 。何という 健気な決 心でしょう 。杜子春 は老人の戒 めも忘れ て 、
転 が る よ う に そ の 側 へ 走 り よ る と 、 両 手 に 半 死 の 馬 の 頸 を 抱 い て 、 は ら は ら と 涙 を 落 し な が ら 、「 お
母さ ん 。」と一 声を叫び ました。 ……
（芥川龍 之介「杜子 春」より ）
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★物語と自分 の経験を重 ね合わせ、感想を まとめよう

二歳の弟 が道路に 出ようと していた ので、転が るように 走り寄っ て止めた 。
ドッヂボ ールでボ ールをぶ つけられ そうだった ので、転 がるよう に走っ てよけた。
妹と遊 んでいると 晩ご飯の 時間にな ったので 、転がるよ うにテー ブルに 走り寄った 。
運動会 のリレーで あと少し で追い抜 けそうだ ったので、 転がるよ うに走 り寄った。
朝起き るとお腹が 痛かった ので、テ ーブルま で転がるよ うに走り 寄った 。

問一 蔵本さん は 転が るように その側へ走 りよると の部 分には杜子 春の気持 ちが表現 されてい る
と感 じ、自分 の経験の 中に似た ことがあっ たことを 思い出し ました。 次のア～オ の中で、 この部
分と 同じ気持 ちを表現 している ものを一つ 選びなさ い。
【心 情や情景 を表す語 句について経 験を生かして理解 する】
ア
イ
ウ
エ
オ

話の 中心でない 部分を簡 潔に描 写すること で、話の 大事な部 分を目立 たせるため 。
細か い描写と省 略を繰り 返すこ とで、話に メリハリ をつけて 読み手を 飽きさせ ないため。
話を できるだけ 短くする ことで 、読み手 が読むとき にかかる 時間的な 負担を減 らすため。
細か い描写を しないこと によっ て、読み 手にその場 面につい て深く考 えてもら うため。
登場 人物の細 かい設定を 説明す ることに よって、話 の内容に 説得力を 持たせる ため。

問 二 蔵本さ んは、 この文章 の中に他の 部分とは 違って細 かい描写 を省略して 述べてい る部分が 一つ
あ ると考え ました。 その部分 を一～十 から一つ選 びなさ い。また 、なぜその ような書 き方をし て
いるのかの 意見につ いて、最 も適切に まとめられ ている ものをア ～オから一 つ選びな さい。
【物語の構成や展開について考 えを まとめる】
ア
イ
ウ
エ
オ

部分
意見
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（①

）

第一段 階
苦し そうに身 をもだえ て、眼に は血の涙を 浮べ

九字

第二 段階
）

（②

両親が鬼 達の責めに 耐えられ なくなり 、あきら めていく 様子が表現 されてい る。
鬼達の行 動が徐々 にエスカレ ートして 止められ なくなっ ていくこと を表現し ている。
閻魔大王 の残酷な 性格が少し ずつ増し ていって いること を表現して いる。
杜子春の 気持ちが だんだんと 追い詰め られてい くことを 表現して いる。
物語の雰 囲気を暗 くしてい くことで、 地獄の恐 ろしさを 表現して いる。

二十五 字

第三 段階

問三 蔵 本さんは 、両親の 様子の描写 がクライ マックス に向けて 徐々に変わ っていっ ているこ とに気
づき、そ の効果 について 意見をまと めました 。どのよ うに変わ っていって いるか、 次の表の 空欄
に本文中 から言 葉を書き 抜きなさい 。また、 このこと がストー リーにどう いう影響 を与えて いる
かの意見 として 最も適切 なものを 、あとのア ～オから 一つ選び なさい。
【描写 の効果を 考えて物語の内容を理 解する 】

ア
イ
ウ
エ
オ

①

②

選 択肢

問 四 蔵本さ んは、 あること をきっかけ に杜子春 の行動が 大きく変 わっている ことに気 がつき、 なぜ
行動が変わ ったのか について 意見をま とめました 。きっ かけとな った部分の 番号を書 きなさい 。
また、なぜ 行動が変 わったの かの意見 として最も 適切な ものを、 ア～エから 一つ選び なさい。
【登場人 物の言動 の意味 を考えて内容を 理解する 】
ア それ までは自分 だけです んでい たのが、父 母に厳し い責めを されたこ とで、我慢 ができな く
なったか ら。
イ それ までは痛み に耐えら れたが 、さらに 苦しい痛み を与えら れたこと で、我慢 ができなく な
ったから 。
ウ それ までは仙 人になるた めに耐 えていた が、仙人に はなれな いと知っ たことで 、我慢がで き
なくなっ たから。
エ それ までは ただ見てい るだけだ ったが、 母の言葉 から親の思 いを知っ たことで 、我慢で きな
くなった から。
部分
意見
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問五

蔵 本さんは この文章 の描写の特 徴につい て考えた ことをま とめました 。最も適 切なもの を次の
ア～オか ら一つ 選びなさ い。
【表現 について考えをまとめる】
ア 杜 子春の目 線で描き ながら、 他の人物に ついては 杜子春の 内面の言 葉で描くこ とで、読 み手
を杜子 春と一体化 させてい る。
イ 杜 子春に寄 り添った 目線で描 きながら も、杜子春 の内面は 直接描か ず、行動 の描写で内 面ま
で読み 手に想像 させている 。
ウ 杜子春を見 る閻魔大 王の目線 で描くこ とで、杜子 春の姿を 客観的に 表現し、 読み手に杜 子春
の内面 を想像さ せている。
エ 杜子春に 寄り添った 目線で描 きながら 、他の人 物について は気持ち 全部をセ リフで表 現し、
内面を 読み手 に伝えてい る。
オ 仙人の視 点を通して 杜子春を 客観的に 見ること で 、杜子春 の性格や 考え方を 中立的に表 現し 、
物語を 簡潔に 語ってい る。

◇ 読み 取っ たこ とを もと に、 交流 のた めの 感 想を 書く こと にし まし た。

幼稚 園の頃、父 と一緒に お風呂 に入って、 優しく髪 を洗って もらった こと。
日曜 日の早朝、 父が釣り に出か ける時に 一緒に連れ て行って もらった こと。
運動 会の時、 友達のお母 さんと 一緒に母 が学校に応 援に来て くれたこ と。
私が 怪我をし たとき、母 が仕事 を休んで 病院に一緒 に行って くれたこ と。
兄と 激しい 兄妹げんかを したと きに、父 にひどく しかられた こと。

問六 蔵本さ んは、 この物語 から読み 取ったこと に重なる 自分の経 験を思い 起こしまし た。次の ア～
オのうち、 この物語 に重なる ものとし て最も適切 なもの を一つ選 びなさい。
【自分の知識や経験と関 連付けて感 想をまとめる】
ア
イ
ウ
エ
オ
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一

問五

ア

イ

問六

エ

②肉は裂 け骨は 砕けて、 息も絶え絶 えに、倒 れ伏して いた

意見

物 語と自分 の経験を重 ね合わせ 、感想を まとめ よう】

Ｇアップ シート二 学年国語
【読 む１
部分

ア

問二

問一
エ
エ

物語 のテーマ を自分の 知識や経験 に結びつ けてとら えると、 作者の表現 意図に近 づく

か」 を考えま しょう。

て い る の か 」 を と ら え 、 第 三 者 の 視 点 で あ っ た と き に は 、「 誰 に 寄 り 添 っ た 視 線 な の

け になりま す。最初 は「登場 人物の視点 で描かれ ているの か、第三 者の視点で 描かれ

物語では 、地の文 の視点が どこにある のかに 注目する と、作者の 意図をつ かむきっ か

を出して しまう部 分が大き な変化です 。

て いるもの が理由や きっかけで ある場合 が多いで す。それ まで無言だ った杜子 春が声

ストーリ ーの中で 大きな動き がある時 は、そ の直前に注 目しまし ょう。直 前に描か れ

がより深 くなりま す。

す 。登場人 物達につ いての描写 がどう変 化してい くかに注 目すること で、物語 の理解

文学的な 文章では 段階的な表 現でスト ーリー や心情を間 接的に表 現するこ とがあり ま

います。

い の で、 読 むと き には 意 識しま しょ う。一 の部分 はお おま かな 説明の 部分 になっ て

て描 くことがあ ります。 作品のテ ーマに関 わる大事な 部分は細 かく描写 すること が多

文 学的な文章 では大事 なところ を浮かび 上がらせる ために、 省略でき る部分は 省略し

と ができます 。

には 自分の今まで の経験 と結びつ けてみる と、その場 面や心情 をより深 く理解す るこ

かを守る ために急い で走る」 という意 味が含ま れています 。この ように、 理解する際

る のかという 部分に心 情が表さ れること が多いので 注意しま しょう 。こ の部分では「誰

情 を 間 接 的 に 表 現 す る こ と が あ り ま す 。「 走 る 」 と い う 行 動 で も 、「 ど の よ う に 」 走

文学 的な文章 では心情を 直接表現 している 部分の他 に、情景 や行動の描 写によっ て心

意見

①見す ぼらしい やせ馬
選択肢
部分
問一

九

問三
問四
解説

問二

問三

問四

問五

問六

ことがで きます。 特に実 生活の中の 出来事に 重ねるこ とができ れば、作者 が何を言 い
たか ったのか をより具 体的にイ メージする ことがで きます。 この問題 では「子ど もの
ために親が 犠牲にな る」とい う部分で 重なるのが エです。

解説
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