
馬場あき子「山羊小母たちの時間」 

 

（一） 

「どういうことか」の問題である。「どういうことか」に対する解答の骨子は、「比喩的な

表現を比喩でない表現にする」ということだ。それができれば配点の半分近くはＧＥＴした

と考えてよい。 

 

さて、ここでは「風景が残っている」という表現があるが、「昔の風景」が「人も含めて

そのまま
．．．．

残っている」はずはないので、これは比喩的な表現である。また、傍線部の直前に

は、「あったという
．．．

」という「伝聞」の表現が使われているので、「筆者自身の思い出」なの

ではない。したがって、この「昔の風景が残っている」という比喩表現は、 

 

昔の風景が思い浮かぶ／しのばれる／想像される 

 

といったように説明できるとよい。 

 

さらに、高得点のためには、「傍線部の各要素が、無視されることなく解答化されている

か」というチェックが大切である。「要素」といっても、細かく考えすぎると時間がかかり

すぎてしまい、かえって不利益を招くこともあるので、「主語（Ｓ）／目的語（Ｏ）／述語

（Ｐ）」の３構造に区別するくらいの分解をしておきたい。 

つまり、「主語（Ｓ）⇒目的語（Ｏ）⇒述語（Ｐ）」という構造を持つ文であれば、「Ｓへ

の言及」「Ｏへの言及」「Ｐへの言及」がすべて果たされているべきであり、どれかが無視さ

れていると大きく点を失うのである。 

もちろん、ＳＯＰについて、「正確に
．．．

述べている」ことが重要なのではあるが、それより

も、まずは「述べているか
．．．．．．

」ということが重要なのだ。 

 

さて、では「分析」しよう。 

 

ａ．農業が盛んだった頃の一風景が 〈Ｓ〉 

ｂ．段差のある家の構造自体の中に 〈Ｏ〉 

ｃ．残っているのだ。       〈Ｐ〉 

 

 この傍線部が、段落の最後に位置していることと、「～のだ。」という〈のだ文〉であるこ

とを考慮すると、解答を作成する中心的論点は、この傍線部よりも前にあると考えられる。 



〈論点ａ〉について 

 

 この「風景」というのは、いったいどんな風景なのだろうか。 

直前の内容を生かせば、「当主・隠居の老人 ＞ 小作・手伝い人・若い者」が、段差に

よって仕切られた空間で憩う風景である。 

さて、「憩う」と書いたが、これは、小作人たちにとっては「束の間の休息」である。「す

ぐ立てるように」という表現からは、田植えや稲刈りのせわしなさが伝わってくる。そもそ

も傍線部自体に「農業が盛ん」と書かれているので、「活気ある風景」とか「賑わっている

風景」などと表現できるとよいだろう。 

そのうえで、「当主が偉い」ということをうまく示せるとよい。傍線部直前の「すぐ立て

るように片膝を立てて坐っている若い者」というのも、当主が「さあ行こう」と声をかけれ

ば、直ちに仕事に移れるための姿勢であろう。 

また、「頃」という時間を意味する語があるので、わかるのであれば、具体的にいつのこ

となのか明示できるとよい。〈③段落〉には「戦前までは」と示されているので、「戦前」と

いう補足ができるとよい。 

したがって、〈論点ａ〉は、 

 

戦前の農家における、当主を中心にして小作人や手伝い人で賑わう風景 

 

などと書けるとよいだろう。 

 

 

〈論点ｂ〉について 

 

 「段差のある家の構造」というのは、ある程度くわしく具体化すると、「高い座敷から低

い土間まで段差で仕切られた空間」のことである。したがって、「仕切り」「区別」といった

表現が使えるとよい。その高低差が「身分」を暗示しているのだ。本文にきっぱり「身分」

などと書かれているわけではないので、きっぱり「身分の違い」とまで書くには戸惑いが残

るが、「当主」と「小作人」は「立場」「役割」は異なるので、「立場（役割）が違う」など

と書くことは可能である。 

したがって、〈論点ｂ〉は、次のようにまとめられる。 

 

複数の段差によって役割の高低が仕切られた家の構造 

 



〈論点ｃ〉について 

 

 最初に述べたように、「残っている」は比喩的な表現であるので、そのまま書くわけには

いかない。そのため、「しのばれる」「思い浮かぶ」「想像される」といった表現に換言でき

るとよい。 

 以上のことから、次のような答案が成立する。 

 

〈推奨答案〉 

当主を中心にして、小作人や手伝い人で賑わう戦前の農家の風景が、複数の段差によっ

て役割の高低が仕切られた家の構造から現在でも想像できるということ。72 

 

 

 

〈採点基準〉⑤点 

当主を中心にして、                  ① 

小作人や手伝い人で賑わう               ① 

戦前の農家の                     ① 

風景が                     （ないと減点） 

複数の段差によって役割の高低が仕切られた家の構造から ① 

現在でも想像できるということ。            ① 

 

 

〈河合塾の答案〉 

高い奥座敷から低い土間まで段差で仕切られた家のあり方そのものが、当主を軸に小作人や

手伝い人で賑わっていた昔の農家の光景をしのばせるということ。71 

 

〈駿台中野先生の答案〉 

土間から板敷、奥座敷へと順次高くなる叔母の家は、戦前の小作人から当主までの上下関係

を反映しているということ。54 

 

〈卒業生の答案〉 

山羊小母の家は戦前のままであり、当時の生活観に合わせた段差造りの家の構造に、その頃

の農業中心の生活を感じることができるということ。65 

 



（二） 

 

 傍線部内に「かえって」という対比の表現があるので、対比構造は答案に再現したい。 

 

「さびしくないの」ときいてみると、何ともユニークな答えがかえってきた。「なあ

んもさびしかないよ。この家の中にはいっぱいご先祖さまがいて、毎日守っていて下さ

るんだ。お仏壇にお経は上げないけれど、その日にあったことはみんな話しているよ」

というわけである。家の中のほの暗い隈々にはたくさんの祖霊が住んでいて、今やけっ

こう大家族なのだという。それはどこか怖いような夜に思えるが、長く生きて沢山の人

の死を看取ったり、一生という命運を見とどけてきた山羊小母にとっては、（イ）温と

い思い出の影がその辺いっぱいに漂っているようなもので、かえって安らかなのである。 

私のような都会育ちのものは、どうかすると人間がもっている時間というものをつい

忘れて、えたいのしれない時間に追いまわされて焦っているのだが、山羊小母の意識に

ある人間の時間はもっと長く、前代、前々代へと溯る広がりがあって、そしてその時間

を受け継いでいるいまの時間なのだ。 

 

 対比を確認し、傍線部の前半の具体化もはかっておくと、 

 

 山羊小母にとって、 

たくさんの祖霊が住んでいて、毎日守ってくれているように感じられる家は、 

 さびしくなく、怖くもなく、安らかであるというということ。 

 

といった答案になる。 

 ただ、「祖霊が住んでいて、守ってくれる」というのは、比喩的である（ジバニャンのよ

うな妖怪が実際に住んでいるかもしれないが、現在の科学では解明できない）。そのため、

「感じられる」とか、「思われる」といった表現をつけ、山羊小母の「感覚」として述べて

おいたほうがよい。 

 

 また、「安らか」という語は、傍線部内の語なので、〈方法論的一貫性〉の立場を取れば、

何らかの言い換えをしたい。そもそも「安らか」は、一見普通に意味が伝わるように思える

が、実際には複数の意味を持つ〈多義語〉である。 

 

〈ポイント〉 

 傍線部内の〈多義語〉は、その文脈においての意味に限定する。 



 「安らか」は、次のような複数の意味を持っている。 

 

１ 穏やかで変わったことのないさま。平安なさま。 

２ 何の心配も悩みもないさま。 

３ わかりやすいさま。平易なさま。 

４ 気楽なさま。 

５ 穏当でわざとらしさがないさま。 

６ たやすいさま。簡単であるさま。 

 

この文脈では「１」または「２」の意味に近いため、「平安」「安心」などといった意味で

答案に書き込めるとよい。 

 

以上により、次のような答案が成り立つ。 

 

〈推奨答案〉 

山羊小母にとって、祖先との思い出がよみがえり、祖霊に守られているように感じる家

の中は、さびしくはなく、怖くもなく、むしろ安心できる場所だということ。74 

 

 

〈二〉⑤ 

山羊小母にとって、        （ないと減点） 

祖先との思い出がよみがえる       ① 

（祖霊が住んでいる） 

祖霊に守られているように感じる     ① 

家の中は             （ないと減点） 

さびしくない（孤独でない）       ① 

怖くない                ① 

むしろ安心できる場所          ① 

（安らか のままは加点なし） 

 

 

 

 

 



〈河合塾の答案〉 

一人だけで住む家も、そこに暮らした家族や先祖たちの霊との交歓を実感しながら生きてい

る叔母にとっては、むしろぬくもりや安心を感じる場だということ。72 

 

〈駿台中野先生の答案〉 

叔母は、家中の闇に祖霊が多く留まると信じ、怖さより、代々の人間的時間を受け継ぎ、守

られている自分を意識するということ。59 

 

〈卒業生の答案〉 

家の中に祖霊がいることは、山羊小母にとって怖いことではなくむしろ懐かしい死者との思

い出に包まれていて、孤独でなく守られているような安心感があるということ。77 

 

＊〈卒業生の答案〉が満点水準。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（三） 

 

 「こんな」という「キーワードを導く要約系指示語」があるので、直前の論点を多めに拾

いたい。 

 

越後の空を恋うというのでもなく、実子を持たなかったさびしさをいうのでもなく、

ただ、ただ、雪の降る空こそがふるさとだというように、曖昧なほほえみを漂わせて雪

をみている。しかし、決して惚けているのではない。しゃもじをいまだに嫁に渡さない

と囁く声をどこかできいた。命を継ぎ、命を継ぐ、そして列伝のように語り伝えられる

長い時間の中に存在するからこそ安らかな 人間の時間なのだということを、私は長く

忘れていた。 

長男でもなく二男でもない私の父は、（ウ）こんな村の時間からこぼれ落ちて、都市

の一隅に一人一人がもつ一生という小さな時間を抱いて終った。 

 

 

 直前を参照すれば、傍線部の前半は、次のように書くことができる。 

 

筆者の父は、村における、命を継ぎ、命を継ぐ、列伝のように語り伝えられる長く安ら

かな人間的時間から外れ、～ 

 

 ただし、「命を継ぎ、命を継ぐ」という表現も、「列伝のように語り伝えられる」というの

も、比喩的であるので、あと一歩具体化しておきたい。その観点で、⑦⑧段落にさかのぼる

と、このように書いてある。 

 

私のような都会育ちのものは、どうかすると人間がもっている時間というものをつい

忘れて、えたいのしれない時間に追いまわされて焦っているのだが、山羊小母の意識に

ある人間の時間はもっと長く、前代、前々代へと溯る広がりがあって、そしてその時間

を受け継いでいるいまの時間なのだ。 

築百八十年の家に住んでいると、しぜんにそうなるのだろうか。村の古い馴染みの家

の一軒一軒にある時間、それは川の流れのようにあっさりしたものではなく、そこに生

きた人間の貌や、姿や、生きた物語とともに伝えられてきたものである。破滅に瀕した

時間もあれば、交流の活力を見せた時間もある。そんな物語や逸話を伝えるのが老人た

ちの役割だった。 

 



 

 それらを参考に具体化をはかると、次のようになる。 

 

筆者の父は、物語や逸話を語り伝えて祖先から命を継ぐような、長く安らかな村での人

間的時間から外れて、～ 

 

 では、後半はどうすべきか。 

 

 都市の一隅に一人一人がもつ一生という小さな時間を抱いて終った 

 

 比喩的なのは、「小さな時間を抱いて終った」というあたりである。「抱いて終った」は、

具体的に事態をクリアにし、「（一生を）過ごして死んだ」「（生を）送って亡くなった」など

とすればよい。「小さな時間」は、先に述べられた「村の時間」との対比を参考にすれば、

「個人として区別（分断）された時間」などと言える。 

 

 以上により、次のような答案が成り立つ。 

 

〈推奨答案〉 

筆者の父は、祖先から命を継ぎ、物語や逸話を語り伝えて続く、長く安らかな農村での

人間的時間から外れ、都市で分断された個人の生を過ごして死んだということ。75  

 

 

 

〈採点基準〉 

筆者の父は、             （ないと減点） 

物語や逸話を語り伝え             ① 

祖先から命を継ぐ、              ① 

安らかで長い農村での人間の時間から外れ、   ① 

都市で                （ないと減点） 

つながりを失った               ① 

（区別された・分断された・個人の） 

生を過ごして死んだということ。        ① 

（一生を送って亡くなった） 

  



 

 

〈河合塾の答案〉 

何世代も命を継承し人々の物語を伝承する共同体の生から離脱し、そうした継承のない都会

で、他との関係を失った個としてその生涯を終えたということ。70 

 

〈駿台中野先生の答案〉 

筆者の父は、郷里を出て安らかな人間的時間を失い、都会の時間に追われて焦りながら、祖

先と断絶した生を終えたということ。58 

 

〈卒業生の答案〉 

私の父は村に生まれながら長い時間を受け継ぐ本来の人間の時間から外れ都市で自分一人

の一生という短い時間に追われ、焦り、死んでいったということ。70 

 

＊〈卒業生の答案〉は３／４。「こんな」という「要約系指示語」があることに着眼すれば、

直前の内容を広く
．．

まとめる問題であることがわかる。その点で「広く」まとめられている

とまでは言えず、加点が満点まではいかない。「命を継ぐ」などの表現を積極的に使用し

たかった。 

＊表現のうえで、一人称を使用せざるをえない時は「 」を付す必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（四） 

 

「なぜか」の問題であるので、〈ＳＯＰ〉を考える。問いは、「私」はなぜそう思うのか、

というものであるので、「思う」の中身を仮に〈ｘ〉とすると、論理の構造は、 

 

「私」は    

思う 

 〈ｘ〉と  

 

というものになる。ここまでつかんでおいてから、〈ｘ〉の中身を考えていこう。 

 

 さて、傍線部内の「それ」が指している内容は、直前の、 

 

 山羊小母たちが持っている安らかな生の時間 

 

のことである。まとめると、 

 

 「私」は 

 

 山羊小母たちが持っている安らかな生の時間は、 

昔語りの域に入りそうな伝説的時間に 

なってしまったのであろうか 

             と思う。 

 

ということになる。 

 さて、「なぜそう思うのか」という問いのたて方は乱暴である。なぜなら、そんなことは

筆者に実際に聞かなければわからないからだ。本文内に「～と思う」と書かれていれば別だ

が、今回の文章にそのような記載はない。したがって、これは理由を推論
．．

していくしかない

問題だということになる。 

 直前の段落の末尾には、 

 

長く安らかな人間の時間を私は長く忘れていた 

 



と書かれている。つまり、「山羊小母たちの時間」を「昔語りの域」にみなしてしまってい

るのは、「私自身」なのである。これは、実に個人的な感覚である。 

 では、「私」はどうして、このような感覚を持ったのか。それは、「私」自身が「都会」で

「個人」として「焦って」暮らしているからである。 

 最終段落で筆者は、父親を例に挙げ、「こんな村の時間からこぼれ落ちて」と表現してい

る。その父親の話から類型のまま発展して、 

 

私も
．
都市に生れ、都市に育って、そういう時間を持っているだけ 

 

と表現している。 

ここでいう「そういう時間」は、「都会の時間（一人の一生だけの時間）」のことである。

「都会の時間」は、「山羊小母たちの時間（先祖から連綿と続く時間）」の対になっている。 

さて、どうしてそのような「都会の時間」が生まれてきたのかというと、戦後六十年経っ

て、大きく変化してきたからである。傍線部内に「昔語り」という表現があることからも、

「時間」の論点は含みこんだほうがよい。つまり、「山羊小母たちの時間は戦後六十年の変

化を経て、過去のものになってしまった」ということである。「六十年」まで具体的に書け

なくてもよいが、「戦後から今に至る過程で変わってしまった」という論点には言及したい。 

最後に、傍線部内の「伝説的時間」は説明的に表現しなおしておきたい。「伝説的時間」

というのは、文脈上、「現在の時間」からは手の届かない、実感しえない時間と解釈できる

ので、「今とは区別された実感できない時間」などと説明できるとよい。 

 

〈推奨答案〉 

戦後の変遷を経た都市で個人の生を焦って生きる「私」は、祖先から連綿と生を伝承す

る昔の農村の安らかな時間を実感しにくく、現在から隔絶したものに感じられるから。

78 

 

＊「本文全体を踏まえて」という付帯条件があるので、答案には、傍線部から遠い箇所を根

拠としなければならない論点があるはずである。上記の〈推奨答案〉においては、    の

部分がそれにあたる。「山羊小母たちの時間」とは、本文全体から論点を捜索していくと、

「祖先から連綿と続と生を伝承するかつての農村の安らかな時間」などとまとめられる。「私」

が暮らす「都会」の説明としては、「戦後の変遷を経て個別的な生の場となった都市」など

とまとめられる。 

＊    の部分は、「昔語りの域」「伝説的時間」の説明的換言である。 

 



 さて、若干テクニカルな話になるが、このように、「直接的理由がきっぱり書かれていな

い〈なぜか？〉の問題」に対しては、 

 

結論の直前までを「どういうことか」として考察する 

 

という方針が有効である。 

 やや言い方を変えておくと、 

 

「直接的な理由」がきっぱり書かれていない「なぜか」の問題は、まず間違いなく、「前提」

に「意味不明瞭」な箇所がある。それを説明すれば、部分点はきちんと入る。 

 

ということである。「前提」というのは、「結論」の直前までのことであり、主に「主語」「目

的語」になる。「意味不明瞭」というのは、 

 

 ａ．指示語 

 ｂ．比喩 

 ｃ．曖昧語（抽象的すぎる語句・意味が広すぎる語句など） 

 

などである。つまり、「どういうことか」の問題と解決手段は同じである。 

 

今回の場合、「思うのはなぜか」と問われているので、「思う」の「直前まで」を説明して

いけばいいことになる。〈中心的論点〉として、 

 

それは、 

昔語りの域に入りそうな伝説的時間に 

なってしまったのであろうか 

 

を解決していくことになる。 

 

①「それ」は、「祖先から連綿と生を受け継ぐ農村の安らかな時間」のことである。 

②「昔語りの域」というからには、「かつて」「昔」という表現は入れておきたい。 

③「伝説的時間」は、いわば「絵本の中の世界」のようなものである。つまり、「今の我々

の生きる世界とは別の次元の出来事」と考えればよい。 

 



まとめれば、 

 

祖先から脈々と生を受け継ぐかつての農村の安らかな時間は、「今の私」とは別次元の世界

の話として感じられる。 

 

などと表現することができる。 

 

 また、これもテクニカルな話になるが、「思うのはなぜか」と聞かれた際に、「～と感じる

から」という答え方は、ＯＫである。 

 

暑いなあと感じたから、涼しい喫茶店に入りたいと思った。 

 

などのように、我々の「思う」の直前には、「感じる」が存在しやすい。つまり、「思う」と

「感じる」は同じものではないということだ。 

 

さて、「かつての農村の話」を「今の私」が「別次元」として感じてしまう〈前提〉は、

「私自身が都会に住んでいるから」である。設問で、いちいち「私」を論理の出発点にして

いるのであるから、「私」のおかれた状況も解答に含んでおく必要がある。 

 

ではなぜ「都会」だとそう感じてしまうのかというと、「都会」が「個別的な生を営む場

であるから」である。「都会」は、戦後、長い時間（六十年以上）を経て、そのようになっ

たのである。「農村」そのものも、長い時間を経てすっかり変わったと表現されているため、

戦後の変遷で変わったのは「都会」も「農村」も同じである。ただ、筆者自身が暮らしてい

るのが「都会（都市）」であることは明確に記されているし、筆者の父親も、都会にいたた

めに「山羊小母たちの時間」からこぼれ落ちてしまったと表現されているのであるから、こ

こはやはり、「都会」を中心的論点として書きこんでいくべきである。 

 

 そのようなところまで解答に取り込めると、前述の〈推奨答案〉が成立する。 

 

 「理由」がわかりづらい「なぜか」の問題は、このように、「前提」の「意味不明瞭な箇

所」を「どういうことか」と同じ手段で解決していくと、解答の方針を立てやすく、そこま

でできるだけでも合格点には達しうる。そのように考えておきたい。 

 

 



 

〈採点基準〉⑤ 

戦後の変遷を経た              ① 

都市で                （ないと減点） 

個人の生を焦って生きる           ① 

「私」は、  （できれば書いておきたいが、「私」という主語がすでに 

設問に明示されているので、なくても減点はされない） 

祖先から連綿と生を伝承する         ① 

昔の農村の安らかな時間を          ① 

実感しにくいから              ① 

（or 現在から隔絶したものに感じられるから）  

 

〈河合塾の答案〉 

都会で慌ただしく暮らす「私」にとって、村に継承される安らかな生の時間は実感が乏しく、

それも戦後の農村の変化とともに失われていくと思われるから。71 

 

〈駿台中野先生の答案〉 

戦後六十年以上経ち、物語や逸話を語る老人を継ぐ者もなく、都会育ちの筆者自身、農村の

安らかな生の時間を忘れがちだから。58 

 

〈卒業生の答案〉 

都会で自分の時間に追われる人は、安らかな生の時間を忘れており、それを現代に存在しな

い過去の時間だと思っていると「私」が感じたから。65 

 

 

＊〈卒業生の答案〉は、半分の得点。守りの答案としては及第点。「昔語り」「伝説的時間」

などの意味不明瞭な表現に対し、「この表現で説明しました」と言いきれる箇所が答案の中

に明確にほしい。 

 

 

 

 

 


