
11

1．はじめに

⑴　「伝承物語」とは何か
　昔から伝わる物語については「民話」「昔話」

「おとぎ話」等の類似した複数の名称が用いられ
ている。『世界昔話ハンドブック』では、それぞ
れの用語について次のように定義している（1）。

昔 話…民間の人々が生活の中で伝えてきたもので、語
り手が聞き手に語るという口頭伝承（口承）を基本
的な伝承の様式としてもつ、一定の型を備えた散文
の形式。

伝 説…民間において口承で伝えられてきた散文形式の
物語という点で昔話と共通するが、しばしば具体的

な事跡や人物と結びついて、歴史的な事実性や、共
同体における共有制を重視する点を特徴とする。

世 間話…民間において口承で伝えられてきた散文形式
の物語という点で昔話と共通するが、様式性や虚構
性を重視しない点で異なる。また、語り手の身辺で
起こった出来事として自在に語られる点で伝説と区
別される。

民 話…民間において口承で伝えられてきた散文形式の
物語である昔話・伝説・世間話の総称としての、民
間説話の略称。

神 話…天地の創造、生命や人類、民族の起源などを説
明する話や、神々の活躍する話の総称。（中略）民間
において口承で伝えられてきた散文形式のもの、つ
まり昔話として認められる神話もある。

　「民話 （民間説話）」 は 「昔話」 「伝説」 「世間話」
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の総称であり、「昔話」と「神話」も重複する。
　小澤（2014）は、近年の昔話や民話という概念
の曖昧さについて以下のように述べている（2）。

　近頃ではいろいろな呼び方を耳にする。民話、昔話、
童話、おとぎ話、伝説、笑話、動物昔話。そして出版
物でもテレビでもラジオでも、あまりしっかりした区
別をせずに使っているようにみえる。（中略）現在の状
況から見て、民話という用語は、口伝えされた話をす
べて含むと考えるのが良さそうである。

　さらに、小澤（2014）は、柳田国男の提唱した
「口承文芸」について以下のように解説してい
る（3）。

　柳田がこの「口承文芸」なることばのもとに考えた
のは、現代の用語法でいう昔話、笑話、動物昔話、伝
説、なぞなぞ、ことわざ、唱えごと、たとえ話、童こ
とば、民謡、語りものであった。つまり、民衆のなか
で口伝えされたすべての文芸である。

　そして、「口承文芸は（中略）広い概念である
し、一般に使いにくい」として、「本格昔話、笑
話、動物昔話、世間話、伝説あたりまでを含む、
民話という俗称があってもよいだろう」と述べて
いる（4）。
　小学校国語科で扱う教材として考えた場合、こ
れらの用語を区別して使い分けることに大きな意
味は見いだせない。そこで、これらを踏まえ、本
稿では、小澤のいう「民話」に、小学校で「伝統
的な言語文化」の教材として用いられる「神話」
も含めて、「民間において口承で伝えられてきた
散文形式の物語」全体を「伝承物語」と定義して
論を進めるものとする。

⑵　問題の所在
　伝承物語は世界中で語り伝えられ、ドイツでグ
リム兄弟（1812）『子どもと家庭のメルヒェン集』
が発刊されて以降、多方面での研究が進められて
いる。日本でも、柳田国男をはじめとする数多く
の優れた研究が知られており、伝承物語の研究に
ついて河合（1977）は、以下のように述べてい
る（5）。

　昔話は実に多面的な研究対象であると述べた。現在
では、それは民族学、民俗学、文芸学、心理学の立場
から研究されている。

　ここでは、多方面での研究として「民族学、民
俗学、文芸学、心理学」があげられている（6）が、
これらの分野に比べ、学校教育における子どもの
教材としての伝承物語についての研究はあまり進
められていない。
　伝承物語が、学校のなかった時代に、地域や家
庭での子どもの教育に大きな役割を果たしてきた
ことは多くの研究者が指摘するところである。し
かし、近年では伝承物語の語り手が姿を消しつつ
あることに加え、創作物語等の児童用の読み物が
増えたこと、さらにアニメや動画などの手軽なエ
ンターテイメント作品の普及などにより、地域や
家庭で伝承物語が語られる（読まれる）機会は減
少してきている。
　伝承物語には、知恵や教訓他、長い年月をかけ
て受け継がれ蓄積された他の作品では代替不可能
な教育的価値がある。それらは、現代の子どもの
教育にも同様に効果的であると考える。そこで、
今後の学校教育において、伝承物語を積極的に活
用する意義は大きいとの立場から、本稿では、小
学校国語科における伝承物語の教育的価値につい
て述べる。

⑶　研究の目的
　学校教育における伝承物語の教育的価値を明ら
かにし、小学校国語科教育への効果的な活用を図
る。

⑷　研究の方法
　1）伝承物語の教育的価値について整理する。
　2）小学校教科書教材の伝承物語を分析する。
　3） 学校教育における伝承物語の教育的価値に

ついて提案する。

2．伝承物語の教育的価値についての研究

　篠原（2017）は、伝承物語の教育的価値として
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「①安心感②言葉の獲得及び論理的思考力の向上
③自我の確立を助ける④幼児理解⑤人生の知恵や
教訓を学ぶ」を示した（7）。その中の②と⑤の二つ
が本稿で述べる小学校国語科における教育的価値
と深く関連する。
　市毛（1983）は、伝承物語の教育的価値につい
て以下のように述べている（8）。

　『グリム童話』は子ども達に対して人生を語ることに
よって、大きな教訓を示す役割を認めることができる
が、似たような伝承物語でも、明らかに大人を対象と
したものも多い。（中略）これらの物語の本質は、おそ
らく民衆にとっての現実的な論理の教育、あるいは知
恵を鍛える道場であって、近代教育以前の教科書の役
割を果たしていたと思われる。（中略）これからは、こ
の物語特有の「知恵」の要素すなわち現実生活のため
の知識と判断を、具体的な場面の中で鍛えているとい
う教育的要素の側面をとりあげて研究する必要がある
と思われる。

　市毛は、伝承物語に「教訓」「論理の教育」「知
恵」という教育的価値を認め、その教育的要素の
側面についての研究の必要性を主張している。
　小澤（2009）は、昔話は「道徳的教訓一色では
な」く「もっとひろい人間観や世界観、自然観の
滲みこんだ大きな世界」である（9）とし、「学校教
育の進んだ現代において、学校で教える徳目にう
まく合致するようにと、昔話に手を加えること」
に対する警告を発している（10）。
　小澤（2009）は、「昔話の示す価値観はけっし
て単一でない」（11）として、以下のように述べてい
る（12）。

　大きな自然の中で生きていくには、共同体の中で人
間のさまざまな能力が要求され、ひとりひとりがいろ
いろな力を出しあわなければ、村全体として生きてい
けなかったであろう。昔話にはそうした人間観が反映
している。（中略）文明が発達すればするほど、こうし
た昔の人間観、自然観、もっといえば世界観を大切に
吟味し直す必要がある。

　ここで小澤は、自然の中で人間社会が存続する
ためには多様性が必要であるとの認識が伝承物語
には認められること、そして、その認識は現代社

会にも通じるものであることを主張している。

3．小学校国語科における伝承物語

⑴　学習指導要領における伝承物語の位置づけ
　小学校学習指導要領（2017）「第 1 学年及び第
2 学年」の内容［知識及び技能］⑶アには「昔話
や神話・伝承などの読み聞かせを聞くなどして、
我が国の伝統文化に親しむこと」と示されてい
る。これについて、『解説　国語編』では、「児童
が伝統的な言語文化としての古典に出会い、親し
んでいく始まりとして、昔話や神話・伝承などの
読み聞かせを聞く」とし、古典の導入としての役
割を重視している（13）。
　この内容は、幼稚園教育要領（2017）の言葉の
獲得に関する領域「言葉」の内容（9）「絵本や物
語などに親しみ、興味をもって聞き、想像をする
楽しさを味わう。」の延長上にある。さらに、「第
3 学年及び第 4 学年」の「易しい文語調の短歌や
俳句」、「第 5 学年及び第 6 学年」の「親しみやす
い古文や漢文、近代以降の文語調の文章」へとつ
ながる。

⑵　小学校教科書教材の伝承物語
　令和 2 年度版の小学校 1、2 年生の国語科教科書 

（4 社） に取り上げられた伝承物語を以下に示す。
1）光村図書
表 1　光村図書（1・2年）の伝承物語教材

学年 教材名 地域 備考

おおきなかぶ ロシア

本文掲載
おむすびころりん 日本

おかゆのおなべ ドイツ

わらしべちょうじゃ 日本

てぶくろ ウクライナ

３びきのくま イギリス

1 年
三びきのやぎのがらが
らどん

ノルウェー

ジャックと豆の木 イギリス

きたかぜとたいよう ギリシア 紹介のみ
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しらゆきひめ ドイツ

ライオンとネズミ ギリシア

ブレーメンのおんがくたい ドイツ

ながぐつをはいたねこ ヨーロッパ

いなばの白うさぎ 日本

本文掲載せかい一の話 日本

スーホの白い馬 モンゴル

カムイチカプ 日本

さんまいのおふだ 日本

さるとびっき 日本

一休さん 日本

鉢の木 日本

2 年 うずらのかあさん 日本

ももたろう 日本
紹介のみ

吉四六さん 日本

かえるをのんだととさん 日本

ラン　パン　パン インド

チンパンジーとさかな
どろぼう

タンザニア

王さまと九人のきょうだい 中国

とらとほしがき 韓国

　光村図書では、本文を掲載した教材が 1 年で 4
編、2 年で 3 編、計 7 編で、4 社の中で最も多
かった。
　紹介は、1 年で 9 作品（日本 0、外国 9）、2 年
で 13 作品（日本 9、外国 4）、計 22 作品だった。
　本文を掲載した作品は他社より多いが、紹介数
は少ない。1 年の外国の作品が多い点に特色があ
る。
2）東京書籍
表 2　東京書籍（1・2年）の伝承物語教材

学年 教材名 地域 備考

おおきなかぶ ロシア
本文掲載

花さかじいさん 日本

おだんごぱん ロシア

さるじぞう 日本

３びきのくま イギリス

1 年 ももたろう 日本

かにむかし 日本 紹介のみ

だいくとおにろく 日本

王さまと九人のきょうだい 中国

やまなしもぎ 日本

三びきのこぶた イギリス

だいだらぼう 日本
本文掲載

かさこじぞう 日本

天の火をぬすんだうさぎ 北米

やまたのおろち 日本

いなばの白うさぎ 日本

新潟のむかし話２ 日本

うみさちやまさち 日本

オオクニヌシの宝 日本

さがみはらのふるさと絵本 日本

新　とよたのむかしばなし 日本

ヘンゼルとグレーテル ドイツ

かもとりごんべえ 日本

2 年 うさぎのみみはなぜながい メキシコ

ねこのおんがえし 日本 紹介のみ

スーホの白い馬 モンゴル

ふしぎなたいこ 日本

ちからたろう 日本

ももたろう 日本

やまんばのにしき 日本

十二支のはじまり 日本

さんまいのおふだ 日本

びんぼうがみとふくのかみ 日本

はなたれこぞうさま 日本

したきりすずめ 日本

　東京書籍では、本文を掲載した教材が 1 年で 2
編、2 年で 2 編、計 4 編だった。
　紹介は、1 年で 9 作品（日本 5、外国 4）、2 年
で 22 作品（日本 18、外国 3）、計 31 作品だった。
　日本の作品が多い傾向があり、新潟等の地域の
伝承物語を紹介している点に特色がある。
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3）教育出版
表 3　教育出版（1・2年）の伝承物語教材

学年 教材名 地域 備考

おおきなかぶ ロシア
本文掲載

天にのぼったおけやさん 日本

ずいとんさん 日本

わらしべちょうじゃ 日本

かぐやひめ 日本

かにむかし 日本

ももたろう 日本

ねずみのよめいり 日本

おむすびころりん 日本

1 年 うらしまたろう 日本

つるにょうぼう 日本 紹介のみ

ジャックと豆の木 イギリス

三びきのやぎのがらが
らどん

ノルウェー

金のがちょうのほん ドイツ

ブレーメンのおんがくたい ドイツ

ヘンゼルとグレーテル ドイツ

イソップのおはなし ギリシア

だいこんどのむかし 日本

びんぼうがみとふくのかみ 日本

てぶくろ ウクライナ

いなばの白うさぎ 日本
本文掲載

かさこじぞう 日本

さんまいのおふだ 日本

おだんごぱん ロシア

おそばのくきはなぜあかい 日本

やまんばのにしき 日本

ねずみのすもう 日本

だごだごころころ 日本

ねこのおんがえし 日本

2 年 三びきのこぶた イギリス

ゴハおじさんのゆかい
なお話

エジプト 紹介のみ

チワンのにしき 中国

子ども世界の民話　上・下 世界

ガラスめだまときんの
つののやぎ

ベラルーシ

うまかたやまんば 日本

十二支のはじまり 日本

ちからたろう 日本

おおかみと七ひきのこやぎ ドイツ

はじめての古事記 日本

　教育出版では、本文を掲載した教材が 1 年で 2
編、2 年で 2 編、計 4 編だった（14）。
　紹介は、1 年で 18 作品（日本 11、外国 7）、2
年で 17 作品（日本 10、外国 7）、計 35 作品だっ
た。
　紹介した作品数は 4 社の中で最も多く、エジプ
トやベラルーシの作品の紹介に特色がある。
4）学校図書
表 4　学校図書（1・2年）の伝承物語教材

学年 教材名 地域 備考

おおきなかぶ ロシア

本文掲載さるじぞう 日本

おんちょろちょろ 日本

かもとりごんべえ 日本

三びきのやぎのがらが
らどん

ノルウェー

ブレーメンのおんがくたい ドイツ

わらしべちょうじゃ 日本

1 年 かちかちやま 日本

つるのおんがえし 日本

ききみみずきん 日本 紹介のみ

ヘンゼルとグレーレル ドイツ

ジャックと豆の木 イギリス

金のガチョウ ドイツ

きたかぜとたいよう ギリシア

王さまと九人のきょうだい 中国

おおかみと七ひきのこやぎ ドイツ

ヤマタノオロチ 日本
本文掲載

かさこじぞう 日本

いなばの白うさぎ 日本

うみさち山さち 日本
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ねこのおんがえし 日本

2 年 十二支のはじまり 日本

てぶくろ ウクライナ 紹介のみ

ラン　パン　パン インド

まのいいりょうし 日本

ふるやのもり 日本

スーホの白い馬 モンゴル

　学校図書では、本文を掲載した教材が 1 年で 3
編、2 年で 2 編、計 5 編だった。
　紹介は、1 年で 13 作品（日本 5、外国 8）、2 年
で 9 作品（日本 6、外国 3）、計 22 作品だった。
　本文を掲載した教材は 5 編で、2 番目に多かっ
たが、紹介数は、光村出版と並び最も少なかっ
た。
5）4社についての考察

　4 社とも日本及び世界の伝承物語を数多く掲載
している。その点では、小学校低学年における教
材としての伝承物語の価値を認め、学校教育に生
かそうとしている姿勢が評価できる。
　しかし、本文まで掲載してある作品は、最も多
いもので光村図書の 7 作品であり、他は表紙や題
名だけの紹介にとどまっている。実際に紹介され
た作品を教員が教室で読み聞かせたり、図書館に
連れて行って実物を見せたりしているのであれば
効果的だが、私の現場での経験からすると、教科
書の表紙の写真を一緒に見て終わりにしてしまう
ことが多い。意欲的な児童や保護者であれば、自
主的に本を探して紹介された作品を読むかもしれ
ないが、児童の多くは題名を聞いて終わりになっ
てしまうことが想像される。書名の紹介にとどま
らず、教科書にもっと本文を多く掲載することを
望む。資料として別冊にする方法もある。
　第 3 学年以上の教科書では、学習指導要領

（2017）にそって、伝統的言語文化の教材として
短歌、俳句、古文、漢文が掲載され、昔話などの
伝承物語はほとんど取り上げられない。伝承物語
が、古典への導入以外にも重要な教育的価値をも
つことを考えれば、第 3 学年以上でも教科書教材

として掲載し、継続して読み聞かせや紹介を行う
ことが望ましい。

⑶　教科書教材で伝承物語に親しむための工夫
　教科書教材を活用し、子どもたちがもっと伝承
物語に親しめるようにするための方法を提案す
る。
1）　単元計画を工夫する

　　次のような単元計画で学習を進める。
　　〈単元計画例〉
　　第 1 時　本教材を読む。
　　（登場人物の確認、あらすじの確認、感想）
　　第 2 時　紹介された作品を読み聞かせる。
　　第 3 時　図書室で、各自伝承物語を読む。
　2）　環境を整える
　① 教科書で紹介された作品は、図書室や学級文

庫に常備する。
　② 伝承物語教材の学習に合わせて、「昔話コー

ナー」などを設ける。（実物の展示や内容紹
介の掲示等）

　③ 図書館司書等との連携により、図書館で伝承
物語の読み聞かせや本の紹介をしてもらう。
3）　紹介の場を設ける

　① 児童に、任意で伝承物語の本の紹介をさせ
る。（国語の時間や朝の会・帰りの会等）

　② 本係などの活動として、伝承物語の本の紹介
をさせる。

4．学校教育における伝承物語の教育的価値

⑴　学校教育における四つの価値
　「3．⑴」で述べたように、『小学校学習指導要領

（平成 29 年告示）解説　国語編』によれば、小学
校での伝承物語では古典への導入としての役割が
重視されている。本稿では、さらに、ここまでの
内容を整理し、学校教育における伝承物語の教育
的価値として以下の 4 項目を示す。（「語彙の獲
得」や「読書意欲の推進」などの、物語を読むこ
と一般についての価値は、ここでは省略した。）
　①古典への導入
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　②論理的思考力の育成
　③生きるための知恵、勇気を学ぶ
　④広く人生を学ぶ
　この 4 項目のうち、「①古典への導入」につい
ては、既に「3．⑴」で述べた。
　「②論理的思考力の育成」については、「2．⑴」
で示したように、市毛（1983）が、詳しく論じて
いる（15）ので、それを参照されたい。
　「③生きるための知恵や勇気を学ぶ」について
は、篠原（2017）で詳述したので、ここでは割愛
する。
　以下、「④広く人生を学ぶ」について詳述する。

⑵　広く人生を学ぶ
1）　一般道徳的教訓をもつ作品

　伝承物語では、登場人物の善行が幸福をもたら
し、悪行が不幸をもたらす話が多い。この一般道
徳的な教訓をもつ作品は、学校教育でよく活用さ
れる。国語の教材として本文が紹介されている作
品もこの種の作品が多い。
　一般道徳的教訓をもつ伝承物語の例を、以下に
示す。
　①　「かさこじぞう」
　　　（東京書籍、教育出版、学校図書　2 年教材）

　　 　自分が貧しいにもかかわらずお地蔵様に笠
をかぶせたおじいさんに、お地蔵様が思いが
けないお正月のごちそうを運んでくる話であ
る。

　　 　この話からは、「優しい心は幸福をもたら
す」という一般道徳的な教訓を学ぶことがで
きる。
②　「おおきなかぶ」

　　　 （光村出版、東京書籍、教育出版、学校図書　1

年教材）

　　 　おじいさんがかぶを抜こうとするが抜けな
い。おばあさん、孫、ねこが来て次々と力を
あわせても抜けなかったのに、最後に小さな
ねずみが引っ張ったらとうとう抜けた。

　　 　この話からは、力を合わせる大切さや、小

さなものの力も大きな成果につながるという
一般道徳的な教訓を学ぶことができる。

　③　「花さかじいさん」
　　　（東京書籍　1 年教材）

　　 　働き者で心の優しいじいさまとばあさま
は、大判小判の宝物を手に入れ、怠け者で欲
張りな隣のじいさまとばあさまは、蛇や蛙、
馬の糞をつかまされ、最後は牢屋に入れられ
る。

　　 　この話では、善良な老夫婦と性悪な老夫婦
という対照的な登場人物によって、勧善懲悪
の双方が語られ、一般道徳的な教訓を学ぶこ
とができる。
2）　一般道徳的教訓とは異なる作品

　昔話では、上記のような一般道徳的教訓では説
明のつかない作品に出会う。それらの伝承物語の
教育的価値について考察する。
　人生は、思うようには運ばない。「正直者が馬
鹿を見る」という言葉もある。よかれと思ってし
たことが人の恨みを買ったり、みんなのために尽
くした人が批判を受けたり、理不尽なことは枚挙
にいとまがない。その現実を架空の昔話として語
り、幼少の頃から意識の底に据えることで、厳し
い現実に対応できる力を養っておこうという意図
が働いているのではないか。そのような観点から
伝承物語を分析すると、納得できる作品が多くな
る。
　一般道徳的教訓では説明できない伝承物語の例
を、以下に示す。
①　「ねことねずみのともぐらし」（16）

　　 　ねこがねずみと知り合いになり、ねこの求
愛によって所帯を持つ。冬の備えとしてごち
そうを安全な教会にしまっておくが、ねこは
内緒ですっかり食べてしまう。冬になり、
空っぽの中身を見たネズミがねこに文句を言
うと、ねこはねずみをも食べてしまった。

　　 　この話は、弱肉強食の現実をそのままに語
り、だから甘い言葉には気をつけろ、という
意味での教訓になっている。学校教育の中で



18 篠原京子

は取り上げられにくい主題ではあるが、危険
回避のための人生教育の一環として聞かせる
価値をもっている。
②　「わらしべ長者」（17）

　　 　怠け者の金持ちの息子が父親に家を追い出
され、道ばたに落ちていたわらしべを三本
拾った。その後、偶然出会った人々の持つ蓮
の葉、三年味噌、名刀と順々に交換した。川
の畔で寝ていると山犬に襲われたが、名刀が
山犬に切りかかり息子を救った。それを見て
いた長者が、名刀を欲しいと言い、ただでは
もらえないからと息子を自分の娘の婿にし
た。息子は長者の婿になり「わらしべ長者」
と呼ばれた。

　　 　この話は、怠け者という負の性質をもつ息
子が、偶然の結果、最後は幸福になるという
話で、努力や勤勉を奨励する一般道徳的教訓
とは異なる。しかし、運命を受け入れて淡々
と進む息子に、最後には幸運が訪れる物語に
は、おおらかな明るさがある。努力できない
自分、頑張れない自分を悲観して、暗く窮屈
になりがちな人生に明るい希望を与えてくれ
る。
③　「糸をつむぐ三人の女」（18）

　　 　糸を紡ぐのを嫌がって母の言うことをきか
ない娘が、たまたま通りがかったお妃の勘違
いによって城に連れて行かれる。そこでもた
くさんの糸を紡ぐように言われて泣いている
と、三人の奇妙な女（片足が広い女、下唇が
大きな女、大きな親指の女）が来て、代わり
に糸を紡いでくれる。糸を紡いだご褒美に娘
は王子と結婚する。結婚式に来た三人の女の
奇妙な体は糸を紡ぐ仕事のせいだと知った王
子が、娘に今後二度と糸を紡がせないと言
い、怠け者の娘は、嫌な糸紡ぎを一生しなく
て済むことになった。

　　 　この話では、怠け者で、親の言うことをき
かない娘が偶然や勘違い、思わぬ協力者の出
現で幸せを手に入れる。一般道徳的教訓で説

明しようとするとその価値が分からないが、
「人生はいろいろなことが起こり、何が幸い
するか分からない」「嫌いなことを無理にや
らなくても幸せになるチャンスは他にもあ
る」という観点で考察すると、その価値が見
えてくる。嫌いな糸紡ぎを拒み続けて幸せを
つかんだ娘の話は、強い個性で周囲に順応で
きずに悩む子どもに救いを与えてくれる。
3）　多様性を示す作品

　この世の中は不思議に満ちている。どんなに情
報を集めても、AI が進化しても予測通りにはなら
ないことが多い。様々な要因が複雑に絡み合った
偶然の結果として思いがけないことが起こるのが
常である。人間は皆それを受け入れて生きている。
　異なる状況下では、異なる価値観が生じる。そ
れまで「役立たず」「変わり者」とされてきた人
のアイディアがみんなを救ったりすることもある
ように、大きな変化に耐えて社会を存続させるた
めには多様性が必要になる。（自然界における動
物の進化の要因とされる突然変異も、多様性を生
み出し、天変地異に備えて種を存続させる生き物
の知恵である。）
　伝承物語の中には、人と異なる個性をもつ登場
人物が、思わぬ活躍をする作品がある。以下に、
その例を示す。
①　「一寸法師」（19）

　　 　子どものいないじさとばさがお宮へお参り
し、どんぐりの実くらいの小さな男の子を授
かり一寸法師と名づけた。貧乏で困り、都に
出て稼ごうと、針の刀にお椀の舟、箸の櫂で
出かけた。知恵を働かせて人々の信用を得て
大臣の屋敷で働いた。ある日、鬼に襲われた
お姫様を小さい体を生かして助け、鬼の落と
した打ち出の小槌で大きくなって、お姫様と
結婚した。

　　 　この話では、小さいという短所が立身出世
をもたらす個性として尊重され、様々なコン
プレックスに悩む現代の人々への励ましとな
る。
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　②　「こわがることを習いに旅に出た、男の話」（20）

　　 　父親に二人の息子がいた。長男は、利口で
分別があり、どんなことにもうまく調子を合
わせることができた。次男は、愚かで、何も
理解したり覚えたりすることができなかった
が、度胸だけが人一倍あった。父親に家を追
い出された次男は、「ゾッとすることを習い
たい」と思い続け、とうとう呪われた城で三
晩眠らずに過ごして城の呪いを解き、お姫様
と結婚した。

　　 　この話では、「怖がることを習いたい」な
どと本気で考えている変わり者が、度胸一つ
で社会に出て城の呪いを解き、地域社会に平
和をもたらす。世間一般の「賢さ」だけが人
間の価値を計る尺度ではなく、社会には多様
性が大切であることを教えてくれる。

　③　「三年ねたろう」（21）

　　 　三年間、毎日ただ寝てばかりいた男が、あ
る日突然起き出して山に登り、山の上から大
きな石を落として川をせき止め、干ばつで
困っていた村を救った。

　　 　この話は、世の中には思いがけない非常事
態が起こる場合があり、その際には、日常で

「役立たず」とされていた者が、突然並外れ
た力を発揮してみんなを救う場合があること
を示唆している。これを踏まえ、多様な価値
観で長期的に人を評価することによって、
じっくりと自己を見つめ、深く考える余裕が
生まれる。また、自己肯定感を高めることに
もつながる。

5．まとめ

　伝承物語には、文字のない時代からの長い間、
民衆が口承によって後の世代に語り伝えた貴重な
教えが含まれている。社会や人生の有り様とその
対処法を、子どもでも分かる楽しい物語として幼
少のうちから疑似体験的に教えておこうという、
大人から子どもへ、前の世代から次の世代への温
かい贈り物であったに違いない。

　伝承物語が、家庭で語られることが少なくなっ
た現状を踏まえ、本稿では、学校教育における伝
承物語の教育的価値を四つに分け、「広く人生を
学ぶ」価値を中心に論じてきた。社会は様々な要
素が複雑に絡み合い、人知を超えて成立してい
る。突然訪れる非日常的な状況では、新たな発想
が必要になることを伝承物語は暗示している。
　グローバル化、情報化が進む現代では、社会の
変化の速度や幅もこれまで以上に大きくなってお
り、その変化に対応した社会の存続のためには、
新たな発想を生み出す多様性が求められている。
　広く人生を学べる伝承物語は、学校教育におい
て多様性の価値を学ぶ有効な教材であり、今後の
社会での「生きる力」の育成に役立つ。さらに
は、人生を広く楽しく学ぶ教材として、大人に
とっても有効な教材であると考える。

6．今後の課題

　⑴ 　小学校の教育現場で、伝承物語がどのよう
に指導されているか調査する。

　⑵　実際の指導の成果と課題を考察する。
　⑶ 　学校教育における、伝承物語の効果的な指

導方法を提案する。
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