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論文

言語文化教育としての活動型文学
「座の文学」の系譜をめぐって

白石 佳和 *
（高岡法科大学）

概要

現在，俳句や連句を用いた言語教育実践が国内外でおこなわれているが，その実践を

支える文学理論の検討が十分になされていない。本論文では，和歌に始まる座の文学

の歴史を整理しつつ，座の文学とは西洋の「文学」概念と異なり文学「する」こと，文

学活動そのものであるという理論・日本独自の文学のあり様を検討する。まず，座の

文学の性格を，対話性，当座性，帰属性，民衆性の4点にまとめた。それを踏まえて

座の文学の教育的側面に注目し，俳句・連句教育における最も重要な活動が対話の場

である句会であることを示す。その上で，文学活動と教育活動を合わせ，越境して拡

がる座の文学を「活動型文学」と呼ぶことを提案する。活動型文学は人と対話しことば

でつながる文学活動である。特に，座の文学の典型である「連句」は，ダイナミック・

アセスメントや協働学習，多文化共生を志向した活動として期待できる。本論文によ

り，文学作品を対象とした言語文化教育ではなく，文学活動それ自体を言語文化教育

とする「活動型文学」という新たな視点を提案する。
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1．問題の所在

日本の短詩型文学の特徴を表す用語に「座の文

学」1という言葉がある。「座の文学」とは，連歌や俳

本論文は，科学研究費補助金（基盤研究 (B)課題番号
21H00520）の交付を受けて行った研究成果の一部であ
る。
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1　「座の文芸」という言葉もある。「文学」と「文芸」では
ややニュアンスも異なるが，尾形仂や山本健吉の論考で
はほぼ同じ意味で使われている。本稿でもその差異は問
題にしない。
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諧（連句）に典型的に見られるように，仲間が一座

に会し歌や句を詠み合う文学のあり方をさす。

座の文学を言語文化教育に取り入れた実践報告

は，俳句が圧倒的に多い。俳句教育はさまざまな教

育現場で行われている。日本の国語教育だけでな

く，英語俳句を取り入れた英語教育の研究や日本語

教育でも実践報告がある（友岡，1994；小林，2012；

相場，2017）。俳句と比べると連句教育の実践報告は

非常に少ないが，国語教育，日本語教育において連

句を用いた教育実践がいくつか報告されている（貝

田，2000，pp. 36-88；黒岩，2012； 白石，2018）。
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国語教育，日本語教育における俳句教育は，重点

の置き方の違いはあれ，どの分野でも鑑賞と創作，

二つの指導が行われている。2000年代後半からは創

作さらには句会を重視する傾向が見られるが，俳句

の創作においてなぜ句会が重要なのかといった，座

の文学を活用した教育実践の本質的意義，背景にあ

る文学理論が共有されていない。

そこで，本論文では，和歌に始まる座の文学の歴

史・現状を整理しつつ，座の文学という理論を言語

文化教育研究の中に位置づけることを試みる。そし

て，教育を包摂した文学活動の可能性を検討し理論

背景を構築することを目的とする。特に，詩の言葉

で人と人とをつなぐ「連句」こそが座の文学の典型

であり，ダイナミック・アセスメント（Feuerstein 

et al, 1979）や協働学習，多文化共生の考え方を内包

した活動であることを論じる。本論文により，文学

作品を対象とした言語文化教育ではなく，文学活動

それ自体が言語文化教育だとする「活動型文学」と

いう新たな視点を提案する。

2．越境する座の文学の歴史

2．では，「座の文学」という視点から日本の短詩

型文学史を概観し，日本文学の特徴の一つとしての

座の文学の性質・本質を明らかにする。さらにそれ

がどのように近年の日系文学や国際ハイクなど日本

文学の越境につながるのかを検討する。

座の文学は戦後に生まれた概念である。山本健吉

や尾形仂は，現代詩の閉塞感を打開する新たな視点

として「座の文学」の概念を提示した（山本，1955；

尾形，1973）。大岡信はそれを継承し，詩における

集団と個人の問題を論じ，日本・海外の文人たちと

連句・連詩の実作を積極的に試み発表した（大岡，

1991）。その後，座の文学の系譜は途切れたかに見え

たが，海外における日本語文学に「座の文学」の系

譜が受け継がれている，つまり座の文学が越境して

いる，と筆者は考える。

2．1．「座の文学」という概念をめぐって

本節では「座の文学」という概念の歴史について

詳述する。『俳文学大辞典』の「座の文学」の項目解

説によれば

連歌や俳諧（連句）は，制作の形態上，単独制

作ではなく共同制作の文学である点に最大の

特色を有する。そこでは，芭蕉の「文台引お

ろせば則反古也」〈『三冊子』〉の遺語が象徴的

に示すように，制作の当座における連衆の精

神的共同性が重視され，またそれは茶道や演

劇の持つ一回性にも通じる（八亀，1995，p. 

334）。

とあり，座の文学の特徴として，共同性，当座性（一

回性）が焦点化されている。

「座の文学」という概念が生まれたのは戦後であ

る。先に引用した『俳文学大辞典』の「座の文学」の

項目解説の続きには「この用語が一般化したのは，

尾形仂の同名の書を嚆矢とするが，安東次男・丸谷

才一・大岡信ら詩人・文学者が1970年代に文学の原

点を模索する過程で，共同制作のもつ超近代性に着

目した啓蒙活動も見逃せない」とある。近世文学研

究者の尾形仂は，芭蕉にとっての座を検討し，座が

「個を主たる発想の場としてきた近代主義への反省

を促す」（尾形，1973/1997，p. 34）とする。また，尾

形仂の論より前に，山本健吉も「座の文学」という

論考を著し，座の文学が個人ではなく対話から詩を

生み出すことに注目し現代詩の方向性について論じ

ている（山本，1955）。

山本健吉と尾形仂に共通するのは，「近代」に対す

るアンチテーゼと現代詩2の可能性である。山本も尾

2　ここでいう「現代詩」は，俳句や短歌などの韻文すべ
てを含む。



222

言語文化教育としての活動型文学 　白石佳和

形も俳句を含む現代詩の行き詰まりを指摘し，その

打開策として俳諧を典型とする座の文学の再検討を

提案する。「座の文学」という視点は，上記『俳文

学大辞典』項目解説にもあるように，現代詩人や作

家・俳人に影響を与えた。安東次男・丸谷才一・大

岡信らは，1970年から連句会を行い，座談会形式の

解説を付けて雑誌『すばる』（文藝春秋）や『図書』

（岩波書店）誌上で2000年代まで発表が続けられて

いた3。大岡信は，『連詩の愉しみ』（大岡，1991）で，

次のように述べる。

…連句に入門したときから数えればすでに

二十年以上にもなるにもかかわらず，連句や

連詩，紀貫之や古今和歌集，「うたげと孤心」

のテーマといった，当時の私にとっていずれ

もある種の開眼的効果をもっていた物事ども

が，いまだに私の思考にとっての重要な手掛

かり足掛かりであり続けていることに対する

驚きに，まずうたれます。（pp. 69-70）

大岡信は自己の現代詩との格闘の中で，西洋の詩

に対する日本の詩，日本語の詩とは何か，という問

題や言葉の背後にある人間の集団と個人の関係の問

題を引き受け，詩人たちと連句を作るだけでなく，

外国の詩人も巻き込みながら連詩という新たな試み

も始めるのである（大岡ほか，1987；大岡，2004）。

つまり「座の文学」という概念は，戦後の日本近代

文学を批判する文脈の中で現れたといえる。

2．2．座の文学の定義と系譜

山本健吉と尾形仂が座の文学の典型的な例として

挙げているのは，連歌・俳諧である。山本健吉は『古

典と現代文学』（山本，1955）で，新古今時代の短歌

と連歌を比較し，短歌（和歌）が公認の文学であり

3　近年では，辻ほか（2019），岡野ほか（2015）など，俳
人長谷川櫂を中心に連句活動が行われている。

作者の純粋な自己表現であるのに対し，連歌は滑稽

や諧謔を含み（＝俳諧）人間関係の中から生まれた

表現であるとする。この両者がお互いに影響し合う

ことで和歌が『新古今和歌集』において詩の一つの

到達点に達したのだと主張するのである。同様の論

理で芭蕉にも言及し，連句の世界から発句が独立し

たとき，抒情詩として成立するのだと述べる。つま

り芭蕉の俳句は，単独の場ではなく俳諧の座の結晶

として抒情詩となるのだ，という論である。

尾形仂の主張も，山本健吉の論に重なる部分が多

い。「座の文学」（尾形，1973）では，芭蕉にとって

の座を，詩情を誘発・増幅し普遍化して詩を成立さ

せる場であるとし，連衆を必要とする共同体の文芸

と定義する。さらに，連衆が対座し連句を共同制作

する一次的な座，「蕉門」4のように空間を隔てて文

芸的な精神的共同体を形成する場を二次的な座，一

次・二次の共時的共同体に対し西行・宗祇や中国の

詩人たちと交響する精神連帯の場を通時的座，歴史

的座と呼び，詩の普遍性を獲得するためさまざまな

座の重なりから詩が生まれたのだとする。

ここで改めて「座の文学」についておおまかな定

義をしておきたい。山本・尾形共，座の文学について

連歌・俳諧の座を想定し，個人の自己表現ではなく

複数の人々とのやりとり・対話の中から生まれる詩

の性質を重視している。そもそも「座」とは，目的

を持ち一つのところに集まる場所を意味する。「す

わる場所」が原義である。中世では，「油座」「材木

座」のように同業者の集まる場所が「座」と呼ばれ

た5。「銀座」などもその名残である。また，能や歌舞

伎などの芸能の集団や劇場も「座」と呼ばれる。こ

の用法は，映画館を「文芸坐」と呼ぶなど最近まで

あった。宴会や歌会の場を「座」と呼ぶ用例も平安

時代からある。それゆえ，「座の文学」は，個人の創

4　松尾芭蕉の流派の人々。

5　『日本国語大辞典』「座」の項目より。
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作ではなく複数の人々で営む文学，と定義すること

ができる。

次に，「座の文学」の系譜について述べる。これ

は，日本の短詩型文学の歴史と言い換えてもよいだ

ろう。和歌の起源については，歌垣とする説と儀礼

の歌とする説があるが，いずれにしても共同体と関

わりがあることは間違いない。歌垣とは，男女が

一ヶ所に集まりお互いに歌を掛け合いながら踊り求

愛する古代の習俗である。筑波山の歌垣が有名であ

り，万葉集にも歌垣の歌が散見される。品田（1988）

によれば，古代のムラとムラ，共同体と共同体が交

わる場で行われた。儀礼の歌は，ムラやクニの儀式・

祭りの場で披露される歌である。歌垣の歌は，男女

の歌の掛け合いであり，いわゆる贈答歌である。二

人存在しないと歌が成立しない。儀礼の歌は個人の

表現あるいは独詠歌に近いと言えそうだが，古代で

はこのような歌は，神との対話を前提としており，

また祭りに参加する大勢の人に向かって詠む歌であ

る。このように和歌の起源はまさに座の文学の概念

と合致する。

『万葉集』の和歌や『古今集』を始めとする平安

時代の和歌は，贈答歌や宴席での歌が多かった。和

歌が詠まれる理由は時候の挨拶や恋の掛け合いなど

の歌のやり取りである。個人の創作であっても歌合

のような題詠，つまり同じテーマで歌を詠み競い合

うことを前提とした。万葉時代には枕詞や序詞，平

安時代には掛詞や縁語など和歌独特の技法が生まれ

た。その背景には，複数の人々の間で詠まれるとい

う前提があった。短歌という限られた形式の中で多

くのことを述べるために，文脈を二重化するための

レトリックを活用したのである（渡部，2009，pp. 

128-138）。枕詞や序詞は，詠み手と受け手に同じイ

メージを想起させる言葉であり，掛詞や縁語は，短

いフレーズの中に自然の景物と人間の心情を重ね合

わせる工夫である。このように贈答歌を中心とする

場からみても（複数性），和歌の技法からみても（高

文脈性）和歌は座の文学であると言えるだろう。

その後，平安末の『新古今和歌集』の時代に連歌

が盛んになり，後鳥羽院や藤原定家も連歌会を催し

た，という記録がある6。公的で雅な文学である和歌

に対し，連歌は俗で格式の低いものだったが，『菟玖

波集』（1356年），『新撰菟玖波集』（1495年）のよう

に准勅撰の撰集ができたことで，格調高い扱いがさ

れるようになった。一方戦国末期には，卑近なもの

を題材としつつ諧謔性を持った俳諧の連歌が生まれ

た。後に「連歌」が省略され俳諧と呼ばれ近世に隆

盛する。つまり，中世は連歌，近世は俳諧が盛んに

なった時代であったことから，まさに「座の文学」

の時代であったと言える。以上，和歌・連歌・俳諧

の歴史を辿ると，日本の短詩型文学は，複数の人々

で営む座の文学の性質を持ち続けてきたことがよく

わかる。

しかし，近代に入ると，西洋の「文学」の概念が

輸入され，正岡子規が和歌を短歌に，俳諧から俳句

を創出したことで，短詩型文学が個人の文学として

生まれ変わるのである。では，近代の文学概念の導

入を受け成立した近代短歌や俳句は座の文学なので

あろうか。成立の経緯からすれば座の文学ではな

い，と考えるべきところだが，それを判断するのは

難しい。言えるのは，短歌も俳句も結社を中心に活

動する場合が多いことである。桑原武夫が第二芸術

の論争でのポイントの一つとして挙げているのも俳

句・短歌の結社性である（桑原，1946）。結社性・党

派性が創作作品の価値に影響する俳句や短歌は芸術

とは言えず第二芸術というべきである，という主張

は西洋の文学概念からみた座の文学への批判であろ

う。話題を俳句に限定すると，近代に「俳句」とい

う新しいジャンルを正岡子規が作ったとき，俳諧の

発句以外の部分，つまり連句を否定し切り捨てて発

句のみを独立させた。しかし創作のあり方としては

6　藤原定家『明月記』。
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やはり結社組織を作りながら発展していくケースが

多かった。短歌も同様に結社が多く作られた。芸術

性・文学性の問題はさておき，共同体を形成した点

では結果的に座の文学の系譜に連なったと言えるの

ではないだろうか。

以上，日本の短詩型文学の歴史を，座の文学の系

譜という視点から検討した。座という共同体あるい

は人間関係の中で，和歌や連歌，俳諧，そして短歌，

俳句の活動が営まれてきたことがわかった。日本の

短詩型文学は文学史的に概観して明らかに座の文学

的な側面を持ち続けてきたといえるだろう。近代の

文学革新から生まれた個人の文学としての俳句・短

歌も座の文学の性質を保持していると思われる。一

方で，座の文学の典型といえるのは近代に否定され

た連句であり，連句に座の文学の系譜が色濃く残っ

ていると思われる。

3． 座の文学の4つの性格と座の文学の
越境

座の文学は複数の人々で営む文学である，と先に

述べたが，複数の人々で文学を営むことにより，個

人の営みの文学とどのような差異があるのだろう

か。3．では座の文学の性格について論じる。そして

その性質が，日本語文学や国際ハイクとして海外へ

越境していることを述べる。

3．1．座の文学の4つの性格

筆者は座の文学は次の4つの性格に集約できると

考える。対話性，当座性（即興性，演劇性），帰属

性，民衆性の四つである。これらは独立した性格で

はなく相互に連関しあっている。

最も重要なものは対話性である。複数の人々で文

学を営むということは，そこに相互の言葉のやり取

り，対話が生じるということである。例えば，2．2．

で述べた平安時代の贈答歌のような挨拶や，諧謔，

俳諧の要素もここに含まれる。また，対話性は作者

と読者の関係にも影響する。個人の文学では，作者

と読者が別個の存在であるが，座の文学では作者は

読者となり，読者が作者となる役割交替の関係が構

築されている。贈答歌では，作って贈った歌を相手

が読み，返歌を作る。そして最初に歌を贈った人が

またそれを読む。連歌・俳諧における「付け」という

行為は，前句を読み，自句を作ることである。前句

を読むという点で読者であり句を詠む点で作者とな

る。会の中で連衆が読者にも作者にもなり一つの作

品を紡いでいくのが連歌・俳諧である。座の文学で

の対話性とは，詩と詩の対話だけでなく，対話の中

から作品としての詩が完成度を高める側面もある。

これらの対話性が座の文学の性質の一つとして指摘

できる。

当座性も座の文学の性格の一つである。一座をと

もにするということは，今という時間，ここという

場所を共有することである。個人の力ではなくその

場でのやりとりから新たな世界が創造される。即興

性と言い換えてもよい。それは，パフォーマンスで

もあるから，演劇性にも通じるだろう。和歌が，『伊

勢物語』などの歌物語や和歌説話の形で伝承されて

いる事柄が多いのは，座のもつ力が昔から重視され

ていた証しである。たとえば，百人一首の小式部内

侍の歌「大江山いく野の道の遠ければまだふみもみ

ず天の橋立」（鈴木，1990）には，次のような逸話が

ある7。ある歌合に小式部内侍が出席した際，母の和

泉式部は丹後国へ出かけ不在だった。同じ歌合に来

た藤原定頼が「歌合の歌はどうするのですか。お母

さんからまだ届かないのですか」と代作疑惑を皮

肉って意地悪な発言をしたのに対し，即興で詠んだ

7　百人一首の小式部内侍の歌の本文表記は鈴木（1990，
p. 130-131）より引用。鈴木が紹介する本説話は『俊頼髄
脳』『袋草紙』『金葉集』『古今著聞集』『十訓抄』『無名
草子』などに見える。
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のがこの歌である。連歌・俳諧は，即興劇（インプ

ロヴィゼーション）に近似する。即興劇は，台本な

しで俳優がその場で創作を行う。連歌・俳諧も同じ

く，連衆がその場で句を考え創作し，それに応じて

次の句を考え創作する。鎌倉末の「花の下連歌」で

は，大勢の前で付句をつけ，いい句がでると称賛を

得たらしい8。連歌の即興性を示す例だが，不特定多

数の観客が存在する点で演劇性もある。連歌・俳諧

では，発句は当季（今の季節）当座，即ち現在の自分

の視点から句を詠むが，それに続く句は，「転じ」の

ルールに従って新たな世界が創成されてゆくため，

虚構の世界，一種の演じられた世界である。恋の句

の座で詠まれた恋句も，現実を離れ様々な人の立場

になって詠まれる点で演劇性を持つ。連歌・俳諧の

演劇性については，松岡心平の指摘（松岡，1998）が

ある。能の世阿弥は連歌の准勅撰集である『菟玖波

集』を編纂した二条良基と深い関わりがあり，連歌

の嗜みがあった。このように，当座性（即興性，演

劇性）も座の文学の性格の一つである。

さらに，帰属性も座の文学の重要な性質の一つで

ある。複数の人々が同じ目的で集まるということ

は，同じ精神的な共同体に帰属し，アイデンティ

ティを形成する，ということである。先にもふれた

ように，もともと歌の起源の一つは，ムラなどの古

代共同体の儀式・祭りの場で披露されるものであ

り，その中でのアイデンティティ形成のための重要

なしかけの一つであった。山本健吉が中世の俳諧の

座について以下のように述べているのは特筆すべき

点である。

俳諧の座は元来村々の生活協同体を基盤とし

た心縁関係，茶寄合いであったが，社会的強制

を含まない精神的関係であるから，土地や階

級を越えて拡がり，町人も百姓も武家も公家

8　『沙石集』の説話の中には，出雲路毘沙門堂などの寺
社の境内で連歌が催され，付けるのが難しい難句にすば
らしい句が付けられたエピソードがある。

も世捨人も対等の心縁関係で同座できた（山

本，1955，p. 172を筆者要約）。

このように身分や地縁，血縁を越え，広くそして

対等につながることを可能にしたのが座の文学で

あった。それにより結びつきが強固なものとなって

いるのである。

最後に，座の文学の民衆性（アノニマス性）を指

摘しておきたい。座の文学とは，個人の文学ではな

く名もなき民衆の中で生まれる文学である。個人が

芸術的な優劣を競う中から「作家」「作品」が生ま

れるのではなく，だれもが参加できる活動である。

民俗学者の谷川健一は，自著『うたと日本人』（谷

川，2000，pp. 9-20）の中で次のようなことを述べて

いる。民俗学と日本文学はその基盤を共有している

が，近代文学以前の文学の多くは口承文学であり，

集団の中で人々が発するうたは作者不明の場合がほ

とんどであった。また，谷川は柳田国男が和歌を，

文学ではなく「おもやひ（共有財産）」とみなしてい

たことを指摘する。谷川は座の文学という語を用い

ていないが，複数の人々で営む文学を座の文学とす

るならば，谷川健一の主張は座の文学に通じる。日

本の歴史の中で短詩型文学は，宮廷歌人など個人が

活躍する場面もあったものの，『万葉集』と『古今

和歌集』の間にある「詠み人知らず」の歌の時代や，

中世の連歌，近世の俳諧など，民衆に親しまれた歴

史を持つ。歌の起源の一つである歌垣・歌の掛け合

いの歴史が脈々と続いていたのである。このように

民衆性も座の文学の重要な性格の一つである。

3．2．座の文学の越境

戦後のポスト日本近代文学の文脈の中で現れた

「座の文学」という視点は2000年代以降論じられる

ことが少なくなった。その一方で，海外における日
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本語文学9を研究する文脈の中に，「座の文学」の系

譜とも言える現象がいくつか報告されている。日系

ブラジル文学の研究を主導する細川周平は，『日系

ブラジル移民文学Ⅰ』（細川，2012）で，現地の日本

語新聞・雑誌の文芸欄に注目する。移民開始の1908

年より十年以内に日本語新聞に俳句欄・短歌欄が

設けられるようになり，現在も続いている（pp. vii-

xvi, 1-35, 398-405）。1930年前後から結社も現れ始め

た。規模がそれほど大きくない海外の日系コミュニ

ティの中の文学には傑出した作品や作家がなく，平

凡な文学，アマチュアの作者の共同体の営み自体に

意味があるのだ，と主張している。特に，短歌や俳

句の例を挙げ，移民の文学は，職業作家の著作のよ

うな提示型だけでなく句会や歌会のような参加型が

あり，その両方を含んだ営みを「文学する」という

動詞にまとめることを提案している。参加型の文学

のあり方は，まさに「座の文学」そのものである。

また，状況的に日系ブラジル文学と近似する北米

の日本語文学活動の研究において，水野真理子は著

書『日系アメリカ人の文学活動の歴史的変遷』の中

で，アメリカ移民が突きつけられた帰属意識，アイ

デンティティの問題を最もよく表現する手段の一つ

が「文学」であったとし，細川と同じく文学活動に

注目して次のように述べている。

　日系アメリカ人の文学の変遷を辿るには，

「作家―作品―読者」の枠組みに基づい

て，出版された作品を扱い，そこに表象され

たものや主題を分析するこれまでの作品解釈

的アプローチでは，限界があるだろう。生活

9　「日本語文学」についてはいろいろな定義があるが，
ここでは，単一民族と思われている日本人以外の人が日
本語で書いた文学や海外で書かれた文学など，「日本文
学」＝日本人が日本で書いた文学，という枠組みから外
れる日本語の文学，と定義し，ポストコロニアル文学や
バイリンガルによる日本語文学も含む。但し，本稿では
「海外における日本語文学」として日本語で書かれた日
系文学を主に扱う。

に根ざし，趣味と専門，アマチュアとプロの

境界に位置づけられる広い意味での「文芸活

動」と呼ぶべき行為も，日系アメリカ人の文

学の中に積極的に含むべきではないだろう

か。（水野，2013，p. 10）

近代に西洋から取り入れられた「文学」の概念で

は，作家という個人が作品を創作し，それを読者が

読む，という関係が成り立っている。しかし，歌会

や句会では，参加者は作者であると同時に読者でも

ある，という関係である。連歌・連句では，一つの

作品の中で参加者が読者と作者の役割を担う。他の

言語の文学ではこのような現象は見られないことか

ら，参加者が読者と作者の役割を担うのは日本の短

詩型文学の特徴と言えるのではないか。

台湾では，戦前は渡台した日本の俳人，歌人が結

社を作り，戦後は戦前に日本語で教育を受けた世代

を中心に1960年代以降歌会や句会が催され（磯田，

2017，pp. 86-83；下岡，2019，pp. 218-219），『台湾

万葉集』（孤蓬，1994）という台湾人によるアンソロ

ジー歌集も出版されている。これらの現象は，座の

文学の四つの性格のうち，帰属性と民衆性が大きく

影響しているように思われる。短詩の参加のしやす

さ（民衆性）が，結社や新聞投稿欄など日本語を話

し移民生活の思いを共有するコミュニティを成り立

たせ，アイデンティティを確認する場所となってい

る10。

さらに言えば，「座の文学」は日本語文学だけでな

く，世界の文学にも影響を与えている。国際ハイク

と連歌・連句・連詩である。国際ハイク11とは，国境

を超えて他の国で作られる俳句である。

10　新聞の歌壇・俳壇欄は日本独自のものであるとの指
摘（佐田，2005）がある。

11　一般的に外国語で作る俳句をさすが，日系人が移民
先の国で日本語で詠む俳句も日本以外の国の季節や自
然を題材とする点で国際ハイクに含めてよいと思われ
る。白石（2021）参照。
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俳句の受容という観点から国際ハイクを概観す

る。ハイクがヨーロッパに受容された19世紀末～20

世紀初頭，俳句ではなく近世の俳諧が伝えられた。

なぜなら，日本で「俳句」という言葉が使われ始め

たのは1890年代以降12であり，海外に伝わった初期

に俳句は認識されていなかったからである。フラン

スでポール・L・クーシューが広めた当時は俳句で

はなく「ハイカイ」と呼ばれた。ブラジルもその流

れを組み，現在でもブラジルの国際ハイクは「ハイ

カイ」と呼ばれる。

俳句は現在，「国際ハイク」として世界に影響を与

えている。受容の時点では「俳諧，発句」であった

が，途中から名称も「俳句」となった13。各国のハイ

ク協会や詩人のグループが，句会や雑誌の発行を行

うなどして活動している。

さらに，座の文学の歴史の中核にある連歌・俳諧

（連句）が，国際ハイクに付随して行われている点は

注目すべきである。竹田賢治は，ドイツにおけるハ

イク活動の報告（竹田，2012）に，ドイツで句会，吟

行が盛んに行われていることに加え，連句が行われ

ていることに期待を寄せている。また，アメリカの

ハイク実作者であり研究者でもあるW. ヒギンソン

が，連歌・連句の実践の強い提唱者であったことも

報告されている。

ヒギンソンによる業績のひとつの特徴は，ア

メリカにおける季語の研究との強い関係であ

る。彼は連歌の実践の強い提唱者であった

が，それはごく最近まで，米国ではほとんど

話題にも上らないものだった。俳句における

季語とその機能に対する強い認識は，順番に

12　正岡子規『獺祭書屋俳話』（1892）には「俳句」という
用語が使われているが，同時期に西洋に日本文学を紹介
したW. G. アストンの著書『日本語文語文法』（第二版，
1877），『日本文学史』（1899）には，「俳句」はなく，「発
句」「俳諧」を紹介する。内田（2005，pp. 13-32）参照。

13　国際ハイクの現在の状況は，東，藤原（2012）に詳
しい。

連歌を作るための基本となるものだ，という

ことはほとんど知られていない。そして，詩

人は連歌の複雑な規則を学ぶ努力をし，彼ら

はまた季語についての知識を必然的に理解す

る。（クラウリー，2012，p. 176）

他にも，アルゼンチンで近藤蕉肝14が連句セミ

ナーを開いたという報告（井尻，2019，pp. 207-237）

や，ブラジルの日系人の俳人である増田恆河が連句

研究会を立ち上げ，日本語とポルトガル語それぞれ

で連句会を行なったとの言及（増田，1994，1997）

もある。ヒギンソンと増田恆河はそれぞれの国独自

の歳時記を編纂しており，国際ハイクの季語への強

い関心からハイクの源流である俳諧・連句の活動に

つながったと推測できる。このように，国際ハイク

を行う人たちの中に連歌，連句に興味を持つ人が少

なからずいることは，座の文学を脈々と受け継いで

いる証左であるように思える。

国際ハイクとはまた別の文脈で，連歌や連詩が世

界で行われている流れも忘れてはならない。メキシ

コの詩人オクタヴィオ・パスは，1957年，林屋永

吉氏との共訳でスペイン語版奥の細道（Sendas de 

Oku）を出版し，1969年に詩人3人とともに連歌を

試み，その記録を RENGA, A CHAIN OF POEMS

（1971）で発表した。文化人類学者の山口昌男は，

『RENGA』の序文を分析し，次のように述べている。

パスは「“私”の止揚の方法としての連歌の接近」を

試みたが，仲間の詩人たちとの連歌創作の空間で

「自己喪失」というほどの困惑15を経験した，との感

想をもったという（山口，1986，pp. 20-23）。また，

大岡信もパスの序文に注目し，連歌が自発性を抑圧

するものではなく，逆に各人の才能をより十全に発

14　近藤蕉肝はW. ヒギンソンとも交流があり，アメリ
カや日本で一緒に連句を巻いている。

15　パスはこの時の連歌の経験について，人前で詩作す
ることはカフェで裸になったり排泄行為をしたりする
恥辱のようだ，と述べている（山口，1986，p. 22）。
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揮できる自由な空間を開くことを目的とする，とい

うパスの指摘に共感を示している。パスは西洋現代

詩の伝統，とくにシュルレアリスムの潮流の所産と

して連歌を位置づけようとしており，その方向性は

大岡信に共通するものがある。大岡信の問題意識に

ついては2．1．で述べたが，大岡は現代社会の変化

により現代詩の作者と読者が隔絶され現代詩が孤立

しているという認識を持ち，連詩を制作することが

その問題と向き合う方法の一つだと考え，1980年代

～ 2000年代に国内外の詩人と連詩を行なった。

以上見てきたように，座の文学は，国境を越えて

さまざまな形に発現・展開している。日本語文学に

おける句会や歌会，新聞投稿欄の活動や国際ハイク

の各国の活動の広がり，連歌・連句・連詩などの座

の文学の活動は，西洋の文学とは異なり，集団で多

くの人が参加する形の活動型文学である。「座の文

学」という日本独自の文学のあり方は世界にも通用

する。この特色が，本論文のテーマである教育的側

面に重要な役割を果たしうると思われる。しかし，

この座の文学が，言語文化教育実践と結びついてい

ないのではないだろうか。4．では座の文学と言語文

化教育との接続を試みる。

4．活動型文学と教育―俳句から連句
へ

4．では，これまで概観してきた座の文学の教育

的側面に注目し考察を行う。まず，これまでに行わ

れてきた俳句・連句教育の実践を紹介する。近世の

俳諧が近代以降「俳句」と「連句」に分かれたこと

に注目し，両者の違いを通して連句（＝座の文学）

の性格を教育理論の面から説明する。座の文学の重

要な性格が（特に）俳句教育に取り入れられていな

かった点を指摘する。そして，文学活動に参加する

こと自体が学びであることを「活動型文学」と呼び，

新たな概念として提案する。なお，座の文学には俳

句，連句だけでなく短歌（和歌）も含まれるが，議

論が撹拌されるので本論文では割愛する。

4．1．俳句・連句の教育実践と課題

4．1．1．国語教育における俳句教育実践

俳句教育はさまざまな教育現場で行われている16
 

が，最初に，日本の国語教育における俳句教育実践

について述べる。

初中等国語教育では，以前は俳句や短歌の教育は

義務ではなかったらしい。学習指導要領には創作が

含まれていなかったが，俳句や短歌を「作ってみる」

授業があることが多かった。これまでの俳句教育が

鑑賞，読解，音読中心であったという認識は，中西

淳，中島賢介らの俳句指導法に言及する研究者の一

致する意見（中西，2005；中島，2008；藤井，1998）

である。『俳句の授業ができる本―創作指導ハン

ドブック』（日本俳句教育研究会ほか，2011，p. 5）に

よれば，平成20年告示の学習指導要領から「創作」

が国語科の内容に追加され，俳句に限らず短歌・詩・

随筆などの創作が行われるようになったとのことで

ある。俳句創作の学習指導目標は「俳句という言語

文化形式を理解し，親しむこと」「一つの言葉の大切

さ，言葉の豊かさに気づき，言葉の用い方に自覚的

になること」「五七五のリズムに親しみ，言語感覚を

育てること」「季語などの学習を通して，語彙を広げ

ること」などであった。すなわち，創作と鑑賞に重

点が置かれていることがうかがえる。

それに対し俳人であり元公立中学校国語科教師の

経験を持つ夏井いつき氏は，俳句を「句会ライブ」

として楽しむことを提唱し，その意義を次のように

にまとめる（日本俳句教育研究会ほか，2011，p. 6）。

①俳句に親しむ（実作から批評まで）。②俳句を通

16　英語教育における俳句教育の研究は Iida（2010）な
どがあるが，今回は扱わない。 
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じてコミュニケーションできる場（座）の楽しさを

体験する。③季語を知ることによって，自然を見つ

け直す目が養われ，季節感を五感で体験するきっか

けとなる。の三点である。特に注目すべきは②であ

る。俳句の意義が対話を創出する座にあるとの指摘

は，3．1．で詳述した座の文学の性格とも一致する。

このように，学習指導要領の改訂で創作に重点が

置かれるようになり，俳句鑑賞の延長上で授業の余

興的に行われてきた俳句創作が学校の国語科指導の

中に位置づけられるようになってきた。そしてそれ

を深める指導法としてコミュニケーション重視，つ

まり座の文学の性格を持つ指導法が注目されてい

る。

夏井は，直観的に句会のライブ性を評価し「コ

ミュニケーションの場＝座」と述べているが（日本

俳句教育研究会ほか，2011，p. 6）座の文学の理論や

歴史を明確に意識しているわけではない。また，連

句的発想や連句の座には触れていない。

4．1．2．日本語教育における俳句教育

日本語教育における俳句教育については，大学教

育での留学生への実践がいくつか報告されている。

外国人に日本語を指導する一環としての俳句教育で

あるので，その目的としては，学習者が文化を学ぶ

こと，言語を学ぶこと，の二つが主となる。また，鑑

賞と創作をセットで行う実践が多い。俳句から学ぶ

文化の解釈は実践者によってさまざまである。俳句

の季語や季節感を日本文化を学ぶもの（友岡，1994；

小林，2012；相場，2017），五七五のリズムとイメー

ジを学ぶもの（徳井，1997；小林，2012）が主な例

である。また，俳句による言語の習得は，助詞に注

目したケースが特徴的であった（友岡，1994；小林，

2012）。菅長理恵は，俳句実作者と研究者としての

立場から，俳句の文学史講義，鑑賞，句会（創作と

ディスカッション）が学習者の学びの場となる，と

主張する（菅長，2009）。国語教育と比較すると，俳

句を異文化として扱う点が異なるだけで，日本語の

習得（助詞や語彙）や季語の学びを目標とする点や

鑑賞と創作の指導を行う点は近接している。俳句実

作者からの提案により句会を重視する機運も共通し

ている。

しかし，菅長も夏井同様，座の文学という視点で

の俳句実践の意義を見出しているとはいいがたい。

また国際ハイクにおいて季語を扱う視点などについ

ても検討する余地がある。

4．1．3．連歌・連句の教育実践

次に，連歌・連句17をテーマとした実践報告を概

観する。まず日本の学校教育における連歌・連句実

践について報告する。貝田桃子は，連句の魅力を，

「自分の句がどんなふうに友人たちに読まれて，ど

んな句がつくかという楽しみ」「いろんな言葉，知ら

ない言葉に触れ，そしてその言葉を自分の句に取り

入れる楽しみ」（貝田，2000，p. 38）とし，一人で作

るのではなく話し合ってみんなで考えて作り，季節

だけでなく恋の句やそれ以外の句を想像して表現す

る連句が「伝え合う力」を育成するのに最適である，

と述べる。俳句の韻律や季語を扱う点では同じだ

が，伝え合う，つまり対話の楽しさにフォーカスさ

れている。授業の方法としては，前句付という方法

や校内LANを活用した連句をおこなっている。連句

活動の難しいところは，形式に則った場合，三十六

句の歌仙形式だと非常に時間がかかる，ということ

である。その解決として，ある五七五あるいは七七

の前句を準備し，みんながその句に付ける（前句

から連想し次の句を創作する）という方法や，イン

17　黒岩淳は連歌と連句の違いを，俗語や漢語，外来語
などを含む（連句）か否（連歌）か，あるいは形式の違い
（連句＝三十六句続ける歌仙形式，連歌＝四十四句続け
る世吉形式）と認識し，和語を見直す機会となる連歌に
こだわる（黒岩，2012）が，本論文では「座の文学」とい
う意味で連歌・連句をひとまとまりにとらえ，以後「連
句」と呼ぶ。
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ターネット上の掲示板を活用してグループで連句を

行う方法を考案している。黒岩淳は，「座の文学」で

ある連歌の特性として，共同で詩を作ることの楽し

さ，展開のおもしろさ，虚構の面白さ18，競争による

ゲーム性と緊張感，音声で言葉をつないでいく楽し

さ，季語の味わい，和語の味わい，定型にあわせて

詩を作り出していく面白さ，日本古典文学への理解

の深まり，を挙げる。指導法としては，脇句（第二

句目）創作を取り入れた発句の鑑賞，表八句（最初

の八句）をグループで作る活動などが紹介されてい

る（黒岩，2012）。黒岩淳は連歌・俳諧への造詣が深

く，実作も式目を遵守した本格的な連歌を目指して

いる。以上二つの連句（連歌を含む）実践報告では，

世間に知られている俳句に対してマイナーな存在の

連句をわざわざ題材とするだけあって，座の文学の

魅力である対話性，とくに俳句にはない創造的な対

話の要素が強調されている。また，座の文学の歴史

的な背景なども紹介されている。

日本語教育における連句教育の実践報告には，白

石（2018），白石，松田（2019）がある。前者は，ブ

ラジルの大学の日本語学習者の連句実践から連句が

協働学習のすぐれたデザインであることを指摘し，

後者は，日本の大学で学ぶ留学生の連句の実践か

ら，連句が対話のデザイン，プレイフル・ラーニン

グ（上田，中原，2013）のデザインとして貢献できる

とし，連句の座（コミュニティ）のあり方のインク

ルーシブ教育への可能性を示唆している。これらの

実践報告では，座の文学の視点から連句を考察して

いるだけでなく，協働学習やプレイフル・ラーニン

グなどの教育理論との結びつきが指摘されている。

18　「展開の面白さ」とは，連歌・連句に「輪廻を嫌う」
というルールがあり，前々句の世界を繰り返さず新しい
世界を表現することの面白さをいう。「虚構の面白さ」と
は，俳句や短歌が作者個人の実感を重視するのに対し，
連歌・連句では，発句以降の続けていく句は，新しい世
界に転じなければならないので想像を働かせ虚構の世
界を創り出すことをさす。

4．2．俳句，連歌・連句の教育実践の問題点

以上，a)国語教育における俳句教育，b)日本語教

育における俳句教育，c)国語教育における連歌・連

句教育，d)日本語教育における連句教育のこれまで

の実践研究の主なものを紹介した。重点の置き方の

違いはあれ，どの分野でも鑑賞と創作，二つの指導

が行われている。創作指導では，座の文学の要素で

ある対話性，具体的にはコミュニケーション，ディ

スカッション，伝え合う力について言及されてい

る傾向が見られた。授業デザイン，カリキュラム・

コースデザインについてはあまり触れていないが，

鑑賞を前半に行い，創作を行う形の組み立てがほと

んどで，創作を行うにあたって，準備段階として穴

埋め俳句など簡単な創作にチャレンジするデザイン

がいくつか見られた。創作活動には，校内あるいは

外部のコンテストをゴールとする活動，句会形式の

活動などがある。また，俳句から学ぶ日本文化とし

て，季語を挙げる論文が多かったことも付け加えて

おく。

4．1．で概観した実践から，二つの課題について

さらに詳しく検討する。一つは，句会形式の創作授

業の重要性，すなわち対話的な文学活動の重要性で

ある。2．で見てきたように，近世の俳諧が近代に

なって俳句と連句の二つに分けられ，一方は文学

（俳句），もう一つは非文学（連句）として扱われた

歴史がある。ここで座の文学の遺伝子を色濃く残す

連句が，学校教育の中から消えてしまった。にも関

わらず，近年俳句教育において，学習指導要領の方

針変更によって俳句創作が重視される過程の中で，

俳人の側から句会を重視した指導法が提案されるよ

うになった。そこには，俳句の「文学」としての近

代性と句会の持つ前近代性の相克が問われることな

く対話的文学活動が行われている現状がある。句会

形式の創作授業が注目される今，アクティブ・ラー

ニングなどの教育の潮流の文脈から皮相的に句会を
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位置づけるだけでなく，座の文学の本質を再検討し

ながら対話的な文学活動の意味を改めて問い直す必

要がある。

もう一つは，教育理論との融合の問題である。こ

れまで数多くの実践報告がなされているが，それら

が教育上どのような意義を持つのかについて教育理

論と結び付けて論じられたものが非常に限られてい

る点である。協働学習と結びつけた白石（2018）等

はあるが，断片的にしか論じられていない。

季語の問題もある。国語教育でも日本語教育で

も，俳句の季語による文化の学びに注目しながら，

季語とは何か，季語の本質についての理解がバラバ

ラであるように思われる。国語教育では，「自然を見

つめ直す目」「季節感を五感で体験する」 （日本俳句

教育研究会ほか，2011，p. 6）など，季節や自然を観

察・写生することと結びつけている。日本語教育で

は，季語を日本文化として紹介した後，俳句を作る。

外国人の眼に日本の季節がどう映るか，さらにそれ

をどう五七五にまとめるか，についての苦労が見ら

れるが，この点についての十分な論考がなされてい

ない。本節では本論文と重要な関連性をもつ対話性

の問題と教育理論の問題に絞り，俳句と連句を比較

しながら詳述する。季語の問題は別稿に譲る。

4．3．句会活動と対話性―俳句と連句の差異をめ

ぐって

夏井いつき，菅長理恵ら俳人が指摘するように，

句会形式の活動こそ学習者が豊かな学びを得る機会

であり俳句の醍醐味，楽しみが味わえる。連句も同

じである。句会は，鑑賞と創作が行われ参加者同士

の対話もある。集団で行う協働学習の一形態と言っ

てもよいだろう。俳句も連句も座の文学の系譜に位

置づけられるが，教育活動として捉えたときに，ど

のような差異があるのか。

まず，俳句の句会と連句会の，オーソドックスな

進め方を説明する。俳句の句会は，

1 投句（多くの場合予め自分の句を用意して持

ち寄る）

2 清書（全員の句を無記名で回し，すべての句

を書写・共有する）

3 選句（自分がよいと思ったものを2～3選ぶ）

4 披講（各人の選句を読み上げる）

5 講評（選んだ人がいいと思った点をコメント

する）

という流れで行われることが多い。4で点数を集

計し，点数の高い順に講評したり，4や5のタイミン

グで作者に名乗ってもらったりすることがある。

連句会は，五七五と七七を交互に作り，続けてい

く。歌仙という三十六句続ける形式がポピュラーで

ある。「捌き」と呼ばれる司会進行から次の句にど

んな句を詠めばいいのかアドバイス19があり，それ

に従って句を作る。参加者全員が句を作り付句を選

ぶ方法を「付け勝ち」，決めた順番で付句を作るのを

「膝送り」という。付句の選び方は，参加者全員で

相談して決める衆議判と捌きが決める方法がある。

付句は前句から連想して付けるが，前々句の世界と

異なる新しい世界になるようにしなければならない

「転じ」という約束事があるのも連句の特徴である。

また，連句では句を付けるとき，他の人のアドバイ

スを受け入れ共同で一つの句を作るときがある。付

句には個人の名前が入るが，個人の作であることに

こだわりすぎず，話し合いながら句作りすることも

よくある。

表1に掲げるのは，俳句と連句の違いをまとめた

表である（白石，松田，2019，p. 103）。

19　連句では，発句（第一句）はその時の季節の季語を入
れた句を作り，そこから同じ季節を三句続け，季節を変
えながら進む。季節が変わるときは，間に無季の句（雑
の句という）を詠む。また，恋の座，月の座（五句目な
ど），花の座（十七句目など）のように，特定の場所で決
まったテーマの句を詠むことがある。ルールを知らなく
ても経験豊富な「捌き」がいれば進行できる。
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句会における対話の活動を比較すると，俳句の句

会の中で対話し話し合うのは，完成した句に対する

批評についての議論である。選んだ句のよさを述べ

る発表の場合もあるが，選句の理由や注目した表現

について議論することで，作句力や選句眼の向上に

つながる。

それに対し，連句は句を創作すること自体が対話

であり，また前句を鑑賞し付句を作るプロセスにお

いても対話が生じている。二重の意味で対話的とい

えるだろう。また，俳句には厳密な意味での当座性

が感じられないが，連句には当座性がある。連句会

はまさにその場で句を付け合うが，俳句20は全員が

句を完成させた後に批評を行うので即興性や演劇性

は感じられない。個人の文学であるということは，

作者と読者が峻別されている。句会の中で，作者の

時間と読者の時間が分かれているのである。

4．4．教育理論から見た座の文学

4．4．では教育理論から見た座の文学について俳

句と連句を比較しながら論じる。

指導と評価の点から比較すると，俳句は完成した

句を評価する総括的評価である。作成途中にフィー

ドバックする指導を行う例もあるが，完成後の講評

20　席題といって，句会に来てから俳句を作る場合もあ
る。

が主である。それに対し連句はダイナミック・アセ

スメントに類似する21。ダイナミック・アセスメント

では検査者が対象者に評価のプロセスの中で介入し

ZPD（最近接発達領域）（ヴィゴツキー，1935/1975）

における対象者の可能性を引き出そうとするが，連

句でも付句がなかなかできないとき，捌きや他の参

加者が対話しながら句作に介入し共同で句を完成さ

せる。

また連句は，ダイナミック・アセスメントの考え

方に近接するだけでなく，協働学習のデザインにも

近い。捌きはファシリテーターのような存在であ

り，参加者は読者と作者，教える人と教わる人が随

時入れ替わりながら，主体的に句作りを行う（白石，

2018）。

近代に個人の文学として成立した俳句と座の文学

の要素を色濃く残した連句は，その活動である句会

を教育的視点から比較すると，対話の内容や評価の

方法に違いがあることがわかった。その差異は，座

の文学の系譜を辿れば経緯が理解できる。連句は，

協働学習やダイナミック・アセスメントの考え方と

通じるものがあることを指摘した。このように，座

の文学の典型であり代表である連句は，教育活動と

して捉えるとプレイフル・ラーニングや協働学習，

ダイナミック・アセスメントの考え方をふまえた活

21　白石（2019）において，連句会がダイナミック・ア
セスメント的な側面を持つことについての指摘がある。

表1．俳句と連句の相違点

俳句 連句

作者 個人 協働（or捌き）

指導 あり（批評・添削） あり（フィードバック）

句会 完成した作品を鑑賞・批評し合う 鑑賞と創作を交互に行う（付け）

形態 スタティック（静的），モノローグ ダイナミック (動的 )，ダイアローグ

評価 結果重視・点数評価 プロセス重視・全体で評価

出典：白石佳和，松田真希子（2019）．プレイフル・ラーニングとしての連句授業の可能性．Proceedings of The 25th 

Princeton Japanese Pedagogy Forum (pp.103). Department of East Asian Studies, Princeton University.
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動を可能にするポテンシャルがあり，国語教育でも

日本語教育でも注目されるべきであると筆者は考え

る。

連句の教育実践が俳句に比べて少ないのは，連句

のルールが複雑で理解しにくいこと，社会での認知

度が低いこと，正式な連句会は時間がかかること，

捌きの育成が難しいこと，などが挙げられる。これ

らの課題を克服する教育実践の研究が今後期待され

る。

座の文学における対話は，教育における対話的な

学びと通じる部分があるが，異なる部分もある。中

教審では対話的な学びについて「子供同士の協働，

教職員や地域の人との対話，先哲の考え方を手掛か

りに考えること等を通じ，自己の考えを広げ深め

る」（中央教育審議会答申：2016年12月21日）もので

あるとする。さまざまな他者と交流し考えを広め深

めている点では，座の文学の対話に通じる。特に，

俳句の句会活動における対話は，各自が作った俳句

作品を鑑賞するための対話22であり，自分の意見（選

んだ句，なぜ選んだか）を表出し他の人と意見交換

しながら自分の鑑賞についての考えを広め深める。

異なる部分は，次の点である。言語文化教育におけ

る対話的活動では他者と対話しつつ自分のテーマを

表現し社会の中で主体的に生きることを目的とする

（細川，2019）が，座の文学の対話は文学を楽しむこ

と，文学活動・創作活動自体を目的とする。連句にお

ける対話は，前句を鑑賞し付句を作る，そのプロセ

スでの対話である。他者と対話しつつ鑑賞して自分

の考えを広げた上で，さらに新たな詩・言葉を「創

造」する。細川の対話的活動では，社会の中で主体

的な活動を行う市民となるための対話であり，テー

マを持つ個人に収斂していくが，文学活動では協働

22　アートの鑑賞が対話の学びとなる対話型鑑賞
（VTS）にも近いが，句会は参加型活動であり，鑑賞する
対象が芸術家・作家でなく参加者の作品である点は対話
型鑑賞と異なる。

で作品を創造する，そのプロセスを楽しむのが目的

であり，他者との関係性の中でこそ個性が発揮され

る，謂わば社会構成主義的な考え方である。作品を

創造する対話とは，つまり虚構の世界であり，演技・

遊びとも言える。文学活動における創造性が，細川

の対話的活動と大きく異なる点である。

俳句教育，連句教育の様々な方法とその文学的背

景を理解し，教師が自身の設定する学習目的，学習

目標に応じて，創造性を併せた対話による学びのデ

ザインを行うことが，より豊かな活動型文学による

学びにつながると思われる。

4．5．活動型文学としての連句・俳句教育の提案

以上，俳句と連句を句会活動と教育的観点から比

較し，それぞれの教育方法の違いについて述べた。

従来知られていない連句の説明に紙幅を割き，連句

の意義を強調したが，俳句活動を否定しているわけ

ではない。句会を行い対話性23を持つ点はどちらも

共通している。

複数の人々が同じ目的を持って参加し活動すると

いうことは，そのコミュニティの中で経験の有無や

所属期間の長さなどによる人間関係が生まれる。そ

こに〈教える―学ぶ〉という関係が含まれるのは

ある意味必然である。しかしこれまで，文学と教育

学は別の専門分野として扱われてきた。文学を国

語，日本語としてどのように教育するか，という視

点はこれまでもあったが，座の文学が教育を内包す

るのではないかという視点は，これまでにはなかっ

たと思われる。

23　座の文学の特徴の第一として「対話性」を挙げたが，
さらに付け加えれば，芸術の創造につながり多様性を認
める対話であると考える。座の文学の対話性，さらに教
育現場におけるアクティブ・ラーニングを含む対話的活
動の中での座の文学の対話の位置づけについては紙幅
の関係で詳述できず，別稿を設けたい。
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本論文で提示したいのは，文学活動に参加するこ

と自体が学びであり，文学活動の共同体の中にこそ

学びのシステムが含まれている，ということであ

る。俳句を創作する活動にどのような意味があるの

か，どんな文化的背景を持っているのか，そしてそ

の背景や座の文学の性格を踏まえどのような学びの

場を作れば生徒・学習者の変容に寄与するのか，に

ついての認識を深めることで，現在行われている教

育実践がより豊かな学びにつながるのではないだろ

うか。

本論文では教育を包摂する座の文学を「活動型文

学」と呼び，新たな概念として規定することを提案

する。日本の短詩型文学は西洋の文学と異なり，個

人ではなく複数の人々が参加する活動として文学の

営みがあり，その文学活動に教育が内包される。「座

の文学」を「活動型文学」と新たに名付ける理由は

二つある。一つは，文学だけでなく教育も含めた概

念を目指すからである。「座の文学」という呼び方は

すでに文学の概念として定着している。また，「活動

型文学」と呼ぶことにより，より広い文学活動も含

めたいからである。

4．6．活動型文学と国際交流

4．5．で述べたように，本論文では，文学活動と

学びの場を合わせ，越境して広がる座の文学を，「活

動型文学」と呼ぶことを提案する。座の文学は鑑賞

する文学でも創作する文学でもなく，主体的に参加

する文学であり，文学活動そのものである。誰でも

参加することができ，句会の活動の中で参加者同士

が対話し詩を創作する。そしてお互いの理解が深ま

りコミュニティを形成する。これが教育のシステム

にもなっている。句会における対話が学びの場とな

る。活動型文学である座の文学は，日系文学や国際

ハイク，教育活動など国境を越えて広がり始めた。

活動型文学は，対話によってコミュニティを越え

たあらたな結びつきを創造するので，国際交流にも

貢献できる。その例として，国際交流を目的とした

中西淳の俳句教育の実践を紹介する。中西淳は，カ

ナダの小学校と日本の小学校でそれぞれ俳句を創作

し，それらをミックスして鑑賞する，という授業を

行なった。鑑賞では，国の予想（どちらの国の句か）

と読みの比較を行い，アンケートを実施した。その

結果，俳句による国際交流の実践方法を提示でき，

句会が学習者同士をつなぐ教材となりうることが確

認できた（中西，2016，p. 78），と述べている。この

活動は日本とカナダそれぞれで句会を行う非同期型

の活動であったが，オンライン会議システムを活用

した同期型の実践が可能であれば24，さらに学びが

深まるであろう。

5．結論

座の文学のプロトタイプは連句（連歌・俳諧）で

ある。これまで，連句は俳句に比べて文学でもあま

り注目されず，教育でも実践が少なく研究も進んで

いない。しかし，座の文学の本質は対話性であり，

その本質は連句にこそ宿っている。連句を巻くこと

は詩による対話であり，その対話のプロセスにダイ

ナミック・アセスメントや協働学習，多文化共生の

考え方が含まれている。このことは，教育関係者に

もっと注目されてもよい。また，文学関係者も，西

洋概念の文学・芸術という基準で連句を評価するの

ではなく，連句を活動型文学と捉え，教育理論の側

面からも連句の特性を検討することで，連句の価値

を再評価するべきである。また，文学理論としても，

対話という活動が作品の批評も含めた文学であり文

学創作の重要なプロセスでもある，という新たな文

学の方法論が提案できる。

24　オンラインで行う場合，言葉の壁の問題が発生す
る。通訳を呼ぶ，絵を添えた俳句するなど，いろいろな
工夫が必要となる。
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「俳句」も座の文学の一部を継承しているが，西

洋の文学概念の日本への流入を受けて成立したジャ

ンルであり，句会での対話の質や評価の方法におい

て，連句とは異なる。俳句はやはり個の文学であり，

連句は協働の文学である。ただし，現時点では連句

より俳句のほうが認知度が圧倒的に高く，教育実践

も多い。連句と比較することでより俳句の特性も理

解できるので，俳句の特性を生かした俳句活動の実

践方法の開発が望まれる。

言語文化教育としての活動型文学は，今後次のよ

うに行うことを提案する。俳句・連句の実践におい

ては，文学活動の中心である句会が行われるべきで

ある。座の文学の本質は対話にあり，また句を作っ

て主体的に参加する活動にある。その対話には，季

語を活用した活動も可能である。最後に，余裕があ

ればコミュニティ外の交流を意識したい。日本語教

育では自然と国際交流，異文化交流の場が生まれて

いることが多いが，国語教育でも先行研究がある。

また，国際交流でなくても，たとえば地域の俳人の

方との世代間交流などができれば，より豊かな学び

が得られる。

今後の課題としては，次の点が挙げられる。一つ

は，外国語によるハイク教育の調査である。今回は

触れられなかったが，北米での初中等教育における

ハイク教育や，ブラジルにおけるハイク教育活動に

参考にすべきものが多い。もう一つは，連句の普及

である。連句は，俳句に比べ実作人口が少ない上，

実作者の高齢化が進んでいる。連句会の司会進行係

である「捌き」の育成と青少年への連句教育が急務

である。また，連句教育・俳句教育ともに，発達段

階別の指導法の開発が望まれる。俳句教育では，中

島（2008）ですでに論じられているが，さらに引き

続き検討が必要と思われる。連句はダイナミック・

アセスメントの考え方を内包するので，日本在住の

外国人児童と日本人児童の交流の方法の開発が期待

できる。さらに，連句・俳句教育でのオンライン会

議システムの活用の検討も挙げられる。連句会や俳

句の句会がオンラインで行われている例が散見され

る。連句教育や俳句教育でも，オンライン会議シス

テムを活用することにより，多様な交流の可能性が

拡がる。最後に，季語を活用した活動の検討である。

日本語教育では，自国・自分の中の季節観・自然観

と日本の季節観・自然観を比較してディスカッショ

ンを行うことができる。国語教育でも，日本の通常

の歳時記の季節観・自然観と地域の季節観・自然観

を比較することができるだろう。また，季語では自

然を扱うので，エコクリティシズムや環境教育とし

ての俳句教育法の開発も期待できる。

座の文学という日本独自の文学のあり方が国際ハ

イクや連詩，日系文学など越境して世界へ広がって

いくのは，座の文学の文学理論が世界に通用する証

である。さらに，文学「する」こと自体が，人と対

話し言葉でつながる活動であり，それが学びの場で

もある。文学と教育を合わせて活動型文学25と捉え直

すことで，より豊かな言語文化教育の可能性の一つ

が拓かれるのではないか。
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Activity-based literature as language and culture education:

On the genealogy of Za-literature
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Abstract

Practical language education using Haiku and Renku is currently active in both Ja-

pan and abroad. However, the literary theories that underpin these practices have not 

been sufficiently discussed. In this paper, the author will summarize the history of 

Za（Poetry meeting)-literature, beginning with Waka, Haiku, as well as Renku, and dem-

onstrates that this is a unique aspect of Japanese literature that is the act of “doing” 

literature, or literary activity itself, as opposed to the Western concept of “literature.” 

To discuss this, the author first summarized the four characteristics of Za-literature: 

dialogicality, Improvisation, belongingness, and folksiness. Based on this, I focused on 

the educational aspect of Za-literature, demonstrating that the most important activity in 

Haiku and Renku education is the haiku meeting, which serves as a place for dialogue. 

The author then proposed that the literature of the theater, which combines literary and 

educational activities and expands across borders, be called “Activity-based” literature. 

“Activity-based” literature is a literary activity that connects with people through spo-

ken words. In particular, “Renku,” a typical form of Za-literature, can be expected to be 

an activity that is oriented toward dynamic assessment, collaborative learning, and multi-

cultural conviviality. This paper proposes a new perspective, activity-based literature, in 

which the literary activity is the language and culture education rather than the literary 

work itself.

Keywords: Renku, dialogue, poetry meeting, dynamic assessment, international Haiku


