
｢時 そ ば ｣ を き く
-落語を使用した授業例一

新潟大学教養部 土屋千尋

0.はじめに

本稿では､日本語の授業例を紹介する｡今回は､落語の ｢時そば｣をとりあげる｡これ

は､92年度新潟大学の学部留学生 (2年)に対する日本語の授業で使用したものである｡

92年度授業開始時アンケー ト調査で､学生 (受講者 1名のみ､国籍は中国)から ｢落語｣
を勉強したいという要望があり､筆者が､この ｢時そば｣をえらんだ｡これをえらんだ主

な理由として､最後のサゲの部分がジグチ (駄酒落)オチでないこと､特別な時代考証を

必要としないこと､話の構成がわかりやすくおもしろいということがあげられる｡

さて､ ｢時そば｣を授業できかせる前に､一応､筆者は ｢落語｣の成立など概論的な説

明をこころみたのだが､学生は､まったく興味をしめきなかった｡もともと､学生には､

｢落語｣のように､なめらかにはなしたいという動機があり､ ｢落語｣とは何かをしりた

いわけではなかったので､概論は無駄であったと､内心､落胆 しながら､すぐ､本選には

いった｡しかし､授業をすすめていくうちに､中国にもにたような話があることに､学生

自身が気づき､落語の成立ひいては日本の話芸にまで興味をしめし､それらを勉強するこ

とに意欲をみせた｡ ｢時そば｣自体がもつおもしろさが ｢概論｣への意欲をかきたてたの

である｡

なお､授業には､十代目柳家小三治が演じている ｢時そば｣のテープ (1,700円､発売

-キングレコード株式会社､フジ企画-企画協力､1978年11月17日 横浜教育文化センタ

ーにて収鼻)を使用 したo

l｡授業の実際

1.1｡｢時そば｣の構成

A 物うりについて (まくら)

B 江戸時代のそば屋

C 代金をごまかすことに成功した男の話

(むそば屋を′よびとめる｡しっぼくを注文する｡

②さむさについてはなし､かぜをひいたことをつげる｡

③景気についてはなす｡

④あんどんをほめる｡

⑤料理のはやさをほめる｡

⑥わりばLをほめる｡

①どんぶりをほめる｡

⑧自分がそばがすきであることをいう｡

⑨つゆをほめる｡

⑲そばのほそさをほめる｡

⑪そばのこしをほめる｡

⑲竹輪のあっさをほめる｡

⑬本物の竹輪をつかっていることをほめる
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⑲代金をはらう｡15文しかはらわず､ごまかすことに成功する｡

Dわきで桂子をみていた男F}着

①～⑲を回想し要約､自分もやってみようと決心o

E あくる晩､わきで様子をみていた男が､代金をごまかすことに成功した男のまね

せ芦､琉音 L-7'>L>L'><一年肝1-虫女っ言､ー/-3/FLY-ヽ ~̀･=J11～.･.-tt,~- /ヽヽ-′ヽノ■■ゝてb▼J~ノ′RJ L/

①'-⑲'16文よりおおくはらうことに:,YSってしまうO

ヽ iT.llnJ.L..､r-irlJ.
i.i;エゴ軍票〈/)ナ恨

日本の大学の授業､半期15コマ分 (1コマ-90分)

1コマ目

全体とおしでテープをきかせる (スクリプトをし)/3

-C,の男はそばの代金をごまかすことに成功するがtEの男は失敗におわり､かえって

おおくはらうは蜘 ごなってしまったことを.江戸時代の ｢時刻｣をふまえながら1説

明し､理解さ蔓るO

.')∴■＼'u

Aの部分の､テープをスタリブなしできかせるO くわLV儲 明は-番最後にする｡

-4,8の部分のテレプをスクリプトをLで轟かせる｡,落語に登場するそぼ屋は､一一軒鞘吉

をかまえているのではなく､夜の町をながLであるく屋台であることに注意させなが

ら､解説する｡

､､･TT-F-I･},-̀･̀･I-E=

学生にスダリアlsbのBの部分を朗読させるC質問をうけるO

-Dの部分のスクリプトをわたし､テープをきかせる｡Dの部分を参考にして､Cの男

がどうやって､調子よくそば屋にお世辞をいって､そぼの代金をごまかしたか､場面

審理をしながらかんがえる0

4コマ目

授業の前に､Cの部分のテープのコピー1本と､Eの部分のテープのコピー1本をつ

くっておく｡

ダブルカセッターに､Cの部分のテープ､E部分の部分のテープをセットし､C①⇔

E①'というように､C､Eそれぞれの同一場面を交互にきかせる (スクリプトない ｡

-解説する｡=令授業終了後､スクリプトを配布する0

5コマ目

学生にスクリプトのC①､E①'を朗読させる｡質問をうける｡

-94コマ目でやったように､ダブルカセッターをつかって､C②⇔E②'､C③⇔E③'

をきかせる (スクリプトなし)O

-解説する.-令授業終了後､スクリプトを配布する｡

6コマ目～11コマ目

以下､2場面ずつ､5コマ目同様､C⑲⇔E⑲'まですす埼るO

ききとりになれてきた時点で､C (またはE､どちらか一方)のスクリプ吊まわたさ

ず､E (またはC)のスクリプトを参考にしながら､ テープおこしをさせるという
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乍さき日石+,}ヱ1-r7･つ′AI-I､1日IPZird:/I_し′しク【トLt)くトVlo

12コマ目

A (-まくら)の部分をくわしく説明｡Aの部分が ｢時そば｣の中でどういう役割を

になっているか考察する｡

また､自分自身が実際にはなしている日本語と ｢時そば｣の日本語のちがいについて

まとめる｡

13コマ目～15コマ目

子供の頃きいたりよんだりした自分の国のむかし語でおもしろかったものを､みんな

の前で発表させ､まとめとする｡

1巾3｡授業をすすめる上での注意

1.3.1,江戸時代の時刻

江戸時代の ｢時刻｣の概念がわかっていることが重要なのでt.貴初に説明しなけれなら

ない｡ (学研国語大辞典より) ｡F
時
刻

･
方
位

蘇

1.3.2.はなしことば

｢時そば｣のテープではなされている日本語は､落語家が ｢江戸譜｣ (もしくは ｢東京

語｣)を想定して演 じているものであるから､日本語教育でおしえる日本語とはすこしち

がっているところがある｡ 特に､語連接上の音韻現象､および連母音の音靴について､注

意が必要である｡下線をひいてスクリプトにしめした｡これらは､かきことばでは使用 さ

れず､また､現代語ではほとんどいわないものもあるということをおしえなければならな

い .-

2. ｢時そば｣スクリプ ト

Å まくら (物うりについて)

えー､おつきあいをねがいますが｡

えー､しかし､まあ､この商売と名がつきますユニヒ､これでやさしいものはないなん

てことをよく言いますが｡もっとも,商売というのも､昔と今とでは､だいぶやり方が変

わってきた｡えー､昔は､たいがいなものはなんでも売 りに歩いたそうですな｡なるほど
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われわれ､話の方を開いてみるって-と､えー､八百屋とか､魚屋とか､あんまりそうい

うL'Jnjが､ゑ皇こ かまえで､うちでもって､待ってるなんて､無精な-魚屋や八百屋は､

でてこない○みんな-､肩-担いで､ ｢えー･､あんちは｡いかがですかO｣なんてんで､

売りに歩 くOえー､まめだったんですなo今は､もう世の中全体が～無精んなってきちゃっ
･r 一束一隻′TfIヽ津与で乙>t>へ j1 J1 ガJlJ､̂書習い1-並ヱ八･で __i. +lJふ >上告･＼ヽ /-ヽし-ヽ ′ydlハー＼rQjL-ゝ tヽ ノIJ/J､J｣ノiレ〃-jJ.RVーVLノペヽF=JーJL~しヽ′よ′V〟qヽ ｣,ノ只

いに来た方がまぬけなような感じがいたしますoえ-､で､買う人がペコペコ謝ったりな

んかして買うんですからO｢すいませんOこれください｡｣なんてんで､買うのに謝った

V,lL7d亡んで､するんですな日,i-∴ でt冬藤一.TJl部門一字･.らう防L,二･㌧ ｢漆∴ LL--i-1頭､あわが.J･pろ 〈

なんて､釣り銭で--ものは､だいたい､もともと､三色との塵となんです､あれは｡えー--･､

なにも､乱､ゆったり､謝ったりして､もらうほどの性質のものじゃありません､あれはO

もともと自分のもんをんですがOなんかこう世の中が､そういうふうにーいつのまにか､

こう､変わって采たって-ことがあるようですOもっとも､今,あんまり､表-流して歩

くなんて一､商売も､ないですな｡え一｡

わたくこしが､藍迦 ㌫ ま､戦後のことで､戦後の焼け藤一をっと屋さんなんて､

小学生の子どもがbえL--､ああいうのは学生アルバイ訃のほし炉空しょうな｡え -一(､ ｢な-=7

ほしくもないなっとうを買っちゃったりなんかしたもんですけど｡

その頃で､わからないをと監うのが､あの--しあさり､lLじみというL.あれを売りに乗

る人が､どう考えても､▲どうしてあれが商売になったんだかわからない二､というのが､あ

のトー-､あさり､しじみなんて､--ものは､朝､こっぼやく_出て乗る｡で山､みんな､教蘭が

窯静ま-=てるころ､おかみさんが､先にそろそろもう起きようかしらをんてんでJrjTば沖

で､モブモゾ､モゾモゾ始めるころ､自転車に乗って来るんですから.で--､自転車のう

しろに､あさり､しじみ､えー､それから､はまぐりなんて-えし-1､ざる別に､L=う､重

を言いながらOで-,.床ん中で､おかみさん遅甲が､ 弓あーt.そつだ0号Ejの朝のおつけ

はlじゃあ､あさりのおつゆにしようかなO｣なんて思いながら､いずまい､ただして､

で､表-でるって-と､相手は自転車ですから､とっくの凱 どっか-いなくなっちゃっ

てる｡で､行く先々で､それなんですから｡どこであれが商売になったのかいまだによく

わからないOえー､不思議なことがずいぶんあるもんだと思いますO

くず屋さんなかでも､昔は､鉄砲ざる､しょって､あるいは､少し､時代が新しくなっ

てきたころには､あの､リヤか一､引っばったりなんかして｡｢くず-い､くずやおはら

いOおほらいものありませんか｡｣なんてなことを言いながら､え､表､歩いて､落ちて

るキャラメルの箱を鉄の棒の先の曲がったやつ､ひっかけて､背中-ほうりこんだりなん

かして｡背中に鉄砲ざるがありますからな｡えー､そんなような商売をしてた｡いわゆる

手作りの感じですな.今､どっちかって-と､大工場というほどじゃありませんけども､

なんかこう､なんか大きいとこのまわしもんだなという感じがします｡え｡なにしろ､少

し大きなトラック､乗って来て､マイク片手ですから｡どうかするって-と､テープレコ

ーダーに吹き込んであったり,-なんかO｢御町内の皆様､古新聞､古雑誌､ちり紙交換o｣
あれ､あれが､もう､つまり､くず屋の今､変わってきたあの形です｡世の中､変わって

来るもんだなあと思います｡
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焼きいも屋さんだって､昔は､ ｢焼きいも- -0｣なんて､みんな地声でやったんです｡

今､なんとかメガホンとか､テープレコーダーに､拡声器､今､拡声器って言わないんで

すかな｡な､なんか言うんでしょうな､ラウドスピーカーとかなんとかってなことをいい

ながら｡そんなんでやられた旦姐 ほんとにたまったもんじゃありませんOそれ-､夜､

｢焼きいも-､きょう｡｣なんて､くるって-と､子どもがこわがっておびえたりなんか

する｡うちの子どもがそうでした｡ゆうこときかないと､ ｢ほら､焼きいもやさんが来る

よO｣なんて-と､静かんなっちゃうんですから｡まあ､これもやっぱり世の中のちがい

時代の移り変わりというものかもしれませんが｡

～て-と ～というと

みせ- みせを

あんちは こんにちは

なんてんで などといって

無精んなって 無精になって

てトものは というものは

てめえ てまえ

もん もの

ゆったり 言ったり

覚えてんのは 覚えているのは

なっと屋 なっとう屋

こっぼやく (こ)はやく

なんてなこと などというような

どっか へ どこかへ

しょって せおって

ひにや ひには

ふきたない ･諦 つともない ･忘㌔⊃かましい

B 江戸時代のそば屋について

昔は､夜になりますって-と､二八そばなんて-ものが､江戸の町を流して歩いた互と

て-ことを言います｡二八そば､どういうわけで､これを二八そばと言ったかって-と､

その頃､商いましたお宝が､二八の十六文だったなんて-ことを言います｡

もう一説ございます｡あの-､おそばというのは､そば粉だけではおそばにならない｡

そば粉を八分､うどん粉を二分､つなぎに使いますんで､そんなところから二八そぼと言っ

たなんて-ますが､こりゃ-､どっちかが､ほんとか知 りませんが､どうも､このお宝の

勘定､二八の十六文ユニは竣 ほんとのようでございます｡

今､見ようと思ったって､なかなか見ることはできませんoえー､テレビの時代劇なん

ぞ見ておりますって-と､時々江戸の夜の町､それとなく流して歩く､見かけることがご

ざいます｡御承知のように､前と後ろ､振 り分けってんでしょうか､分かれた荷ですな､

で､真ん中､こう､担ぐようなってまして､担ぐ上のところに屋根ができてる｡軒下に風

鈴が一つぶら下がって､で､担ぐ腰の振りようでもって､この風鈴が､チンリン､テンリ

ン､テンリン､テンl]ン､音を立てようO 親ばかちゃんりん､そば屋の風鈴なんてのは､
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みんなこれ湧､ら始まったってえますOこの風鈴の昔に合わせまして､

なんて-こと

なんて-ますが

て-ほうが

担ぐような-I,てまして

できてる

始孝..-,+-I-1で鼻音･計

などといっこと

などといいますが

というほうが

担ぐようになっていまLで

できている

船-!∴ ナゝ･,しいい-羊す

C 成功した男

①しっぼくを注文

｢ぉ-い､そぼ崖きん､おtJrも､ ち ょいと､

待ってく考′しよっ L-,おい､ そぼ 産 さん,ラ

ん､なにができるんだいOおん ､花巻に

しっぼく,.あ､そうかいOその しっぼ く

を熱くしてもらおうかな｡へえ､どう も

さぷいを-O｣

.11､いか-りT

｢へ-たい-んをお寒さでございますoJ

｢おら-､すっかりかぜひいちゃった｡ほ

ら｡｣

｢このところ､どうも陽気がよろしくござ

いません｡｣
｢いや､たいしたこたね-んだ､はなっか

ぜなんだ｡あん､その熱いのをこうたぐ

りこんでな､あとはもうずりこんじゃ､

墜けちまうだろと思ってよOはん､ひと

つ､熱くして頼むぜ｡｣
｢へ-､よろしゅうございます｡｣

E 突放した男

①9しっぼくを注文

｢7--ウ一･､7-ラー｣

｢おJtJ1､そぼ竪さん､ちょいと待ってく

れようO 砦い､そぼ屋さん､､よう､お､

おい､お､おい､お､お}JLJ.お､おい,.

なん､なんだい､おまえoおれ､さっき

から壁友笠友豊♪おれはOそれをそうやっ

て､おめえ､邑 二㌔担いで駆け出しでく

やつはねえよOおまえ､ちょっと待って､

おまえ｡何ができんだ｡花巻にしっぼく､

あ､そう､LJや､でlj/3しっぼくを熱くし
､クーー････号

てくれCあ､どうもさぷいを-｡｣

巧 ,I.㌔ハ_.ド
＼=ノ ′∨､･･-

｢へ､今晩はだいぶ､おあったかいよう豊

がすが｡.i
｢あ､あ､そう､そう､今晩あたっけ-ん

だO旦仏 案かった｡｣
｢ゆうべ､たい-んにおきむうございまし

た｡｣
｢おれ､すっかりかぜひいちゃったよ｡｣
｢え､わたくLもひきました｡｣
｢や､あのよ､おれ､すっかりかぜひいち

やったよ｡｣
｢え､わたくLもひきました｡｣

｢いや､おれがひいたっての､この野郎｡

強情な野郎だな､こいつは｡いや､ま､

とにかく熱いのこうやってよ､皇蛙

あの一､あれ､あのな､うーん､こ-､
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③景気

｢どうだい､そば屋さん､景気は｡｣
｢どうも不景気で困りますな｡｣

｢ほうかい｡ま､あんまり気にしねえ方が

いいよ､そういうことは｡はん､昔っか

らよく言うんだよo悪いあとは必ずいい

なんてこと､いうからよ｡うん､商売､

塾豊丘 こて-いうぐらいのもんだO飽き

ずにやらなくちゃいけね-やな｡｣

｢うまいことをおっしゃいますなO商売は

商いでもって飽きずにやれなぞは｡｣
｢いや､そうじゃね-か恩うんだよ.え｡

うん｡あのう､ムエ よくほら､あ三豊
互と｡あっちの商売､こっちの商売よO

な､商売替えをするって-のが｡あん､あ

んなものはね､なかなかうまくいくもん

じゃね-んだよoこの商売だな､と思っ

たら､ひとつ､くっつぶきったらな､い

つかは芽がふく時もあるって-やつだよ｡

うん､ほんとだぜ｡うん｡｣

④あんどん

｢おう､おう､おいOおめえん宣主のあん

どん､変わって岨 おい｡的に矢が当

たってんじゃね-か｡｣

｢-､手前どもは当り矢と申します｡｣
｢当り矢｡いいね､おい｡当り失なんぞう

れしいな｡おれな､わきでもってよ､あ

んまり､大きな声 じゃいえね-けどさ､

がらっぽんてんでちょいと悪さしたりな

んかするんだよ｡え｡大当たりなんてい

いじゃね-か､おめえ､な｡ほりゃ､お

めえ､こっちの言う通り目が､ひい､ふ

うと旦虹 ふあふあふあてんで､銭

がたくさん集まってくるって､おめえん

とこのあんどん､見たら､おれ､いっペ∵

寝ちゃえ､抜けちまうだろって｡ひと

つ､ 熱くして頼むぜ｡｣

｢へい､-い､よろしゅうございます｡｣

③'景気

｢どうだい､そば屋さん､景気は｡｣
｢-､えー､世間様では不景気だ､不景気

だとおこはしのようでございますが､手

前どもでは､多くお得意棟がございまし

て､おかげさまで大変うまくやっとりま

ま.｣
｢あ､そうoま､そらいいやね､そらoう

ん､ま､そういうことは気にしね-ほう

がいいよ､それは｡昔っからよく言うよ

いいあとは必ず悪いなんて｡えー.まず

かったな､これな｡でも､ま､いい､あ

のね､あの商売ってのはよ､飽きずにや

らなくちゃいけね-んだ､商売は飽 きず

にやらなくちゃ｡｣
｢-一､--､あきないって-ますからo｣
｢は､あー､そうですな｡-0-一､エー

と｡｣

④'あんどん

｢お､あれ､おめえんどこのあんどん､的

に矢が当たってないね､おい｡だだ､こ

う夫が二本書いてあるだけだね｡｣
｢へ｡手前どもでは失々と申しまして｡｣
｢失々-?なんだかおれ､やんなっちゃっ

主な､おれな.うーん､でもいいや｡お

めえんどこの矢が二本書いてあっていい

よ｡おめえ｡一本 じゃかわいそうだもん

な｡うん､二本書いてあるとこなんぞ､

おめ､ほんとだよ､おめ､あったかみが

あるよな｡今度会う時､もう真ん中に一

本増やしといてくれよ｡え､そうなるっ

て-と にぎやかんなっていいじゃね-

かよ｡うん｡だがな､うん､いいや､ほ
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｢--､よろしくごひいきにcJ
｢いや､ごひいきって-ほどのことはでき

ね-けどさo;

⑤料理のほやさ

ド-､親方､お待ちどうさまでござい ます｣

｢お､はやいね､おいOちょいと盈塾ま建

立立しているうちに､親方､お待ちどう

さまはうれしいな｡え､こちとら江戸っ

子だよ｡気冶望追払こんだ ｡あつらえた

ものがなかなかできてこね､一一､催促して

やっと持ってくるなんて､i盟二魁が 音

まずくなっちゃうぜ｡いやほんとだよO

ね｡ちょいと無駄っぱなししてるうちに

親方,お待ちどおさま､.これ-/Y:､お妙見

･: EL

(むわりばし

｢おい､おい､おめえんどこか こかvl､こ

の割箸､摩ってん弘 へえ､驚いたね｡

この界隈､ずいぶん､そば屋 も出るけど

割箸､使ってんのおめえんとこだけだよ､

んとだよ｡まうめえんどこのあんどん見た

-J､Lyiつぺ-つくからを､ひとつでUjつE.1

もりでいてくれ｡｣
｢へい､-い､よろしくごひいきにねがvl

蓬す(i

≡い甲､いやー-｡あ､おめえ､ごひいきな

んてよ0--0それほどのこた､できね
貞一ヽ J･LL呈1 /L- l~-＼_一､∴ヽL㌔ I＼J＼

⑤'料理のぼやき

｢へ-ん∩はああ｡あの..まだか｡｣

ド .ゝ.､_⊆

｢いや､あのL.あ､いやーまだできね-の
し丸､1-
L･､･へ~i

｢あ､どうも､あいすみませんCうっか均

しており蓋しでo火がついえてしまいま

したr,今､三とこ,轟こして､お凱 わか

してorj

｢おい､冗談じやないよ､おまえ｡こちと

ら江戸っ子だ､気がみ じけし-一一んだOあつ

促してやっと誇って来るなんて--のはよ

うめ-ものがまずくなっちゃって ｡ ､

あの--､ま､いいやOま､江戸っ子-)た

って､いろいろあるからよ-o気のみじ

け-のもありゃ､気の皇皇三二のもあるし

よ ｡おら､もー､ごく気のなげ-ほうの

江戸っ子だから｡ゆっくりやってくれよ｡

おい｡はあん｡おい､それにしてもなげ

-んじゃね一一か｡｣
｢どうも､親方､お待ちどおさま｡｣
｢こう､こう､こうこなくちゃいけねOね､

ちょいと､無駄っぱなししているうちに

親方､お待ちどおさま｡これだよ｡｣

⑥'わりばし

｢だけど､ほんと､おめえんどこはえ起こ

と思ってよ｡この界隈､ずいぶんそぼ屋

も出るけど､おめえんどこだけだ､これ

割箸､使ってんの｡たいがい､丸箸｡割
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えoたいがtv弓-cA､丸箸-)てんで､割れて

んだよO割れてるなんて､あんなもん､

だれが使ったかわからねえってのはな､

おめえ､ほんとだよ｡割箸､使ってると

こなんぞ､きれいごとでいいや､驚いた

ね､どうも､うん｡｣

⑦どんぶり

｢いいどんぶ りだね､おい｡ ものは器で食

わせる皇立地 まったくだよO中

身は少々旦ず くった?_工､どんぶり､い

いって-とうまく食えんだよ､おまえ｡

え ｡いや､ほんとにさあ｡こりゃ-いい

どんぶ りだぜ､こりゃな-､驚いたな｡｣

⑧そばずき

｢な-えええ｡VlVl匂いだ､こりゃ｡えo

おれ､ほら､そばっくいだろ｡おれ､匂

いかいだだけで､す ぐ､このそばがね､

れてるの｡割れてるなんて､だれが使っ

たか､わからね-｡心持ちがよくね-よ

な｡ほんとだよ｡この割箸､使ってある

って-のはね､ああ､割れてんのか､こ

れは｡ま､いいや､この方が割る世話が

なくていいよ､これな｡ほんとだ､あれ

お､お､おい､なんだ､おまえ､先､滞

れてるぞ､おめ｡だれか食ったんじゃな

いか､これで｡あ､ねぎのきれっぱしな

んぞくっついて皇藍を.んん､うん｡こ

うやってふいときゃおんなじだ､主且皇

ハハ｡はあ､はあん｡これだ､おまえ､

な〈あん(!

①'どんぶり

｢だけどね､ものは静で食わせるなんてし

けども､まったくだよ｡中身は少々まず

くったって､どんぶりがいいっで-とう

まく食えるからね｡ほんとう｡そこ-い

くって-えと､おめえんどこ ･･･きた

ね-どんぶりだなあ､三ムニュ なんだい

こら､ひびだらけだよ､おい｡ふちが欠

けてやがら､おい｡え｡こんなとこでお

め､つゆ､飲んだら､口､切っちまう､

これ｡むこう-回っしょ｡あれ､あれ､

回したら､また､でてきゃがった｡おっ

と､お､お､ようっ､お､あれー､お､

おい､このどんぶりって-のはないね､

おい｡ふちがまたまんべんなく欠けてん

ね､おい｡こりゃ重宝などんぶりだ､こ

ら､なあ｡どんぶりにも使えるし､のこ

ぎりにも使えるってんだから｡こりゃい

いや､おめ､無駄がなくて､いいんだ｡

別におれね､どんぶり､かじりにきたわ

けじゃねえから｡あ｡｣

⑧'そばずき

｢あのね､この､匂い､匂い｡え､匂い｡

え､だって､おれ､そばっ食いだよ､お

まえOおら､そばっ食いだ､おめ､だか

-109-



うめ-かまずいかわか-)ちゃうO だって
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食いに行 くんだから､あの､ながさかま

で｡いや､ほんとだよ｡おれ､そばっく

いだからよO おん｡ほらいい匂tv-Jtだぜ､
Zこらな｡｣

③つゆ

｢フ--フr:/7㌧1-0--､いいつゆ加減だな､

お叛 え､童蓮数 おごってるよ､これ

はDいや､わかるよ､おりゃ､そぼっく

いだもんOえー-｡だLはきいでいるぜ､

これは.Jえへ-へ,｡_i

⑲そばのほそさ

｢お､お､お､お､お｡あのな､そぼって

のはこういうふうに細くなくちゃいけね

-んだよ｡中にはうどんじゃね-かなと

思うような主三二そばもあるけどな､姦

んなもな-江戸っ子の食うもんじゃない

よ､ね.このそぼって-のはつ一つと稚

い､これがまた偉才丁ちだよ｡いや､ほん

とにさ｡よくできてやがんな､これな｡

なんだ､おれは､うれしくなっちゃった

よ､これ｡｣

⑪そぼのこし

｢フーフ-､フツフツ｡ズ､ズ､ズー｡つ
ラ

ん､コシがきいててうめ-そばだな､こ

ら､匂いかいだだけで､すぐ､わかっちゃ

うよ｡だって､おれ､そぽっくいだか

ら､あの､あそこ行 くんだ､わざわざ､

食いに､ほら､あの- ｡布くんだよ､お

れ｡あの､あそこ-､あの､こう行って

つ一つと行って､と-んとつきあたって

さ､で､ほいとなんて､まがって､ほ､

知つてだ･ろ､力めえ｡-喜_ギ7 -7-I--{王7l=

おれ｡はあ､へ､おれそぼっくいだもん

匂い､かぎゃ･一-､おめえね｡｣

碩j'っゆ

｢お - ん ､これ､これ､これだよ､おまえ

かつ節､おこったろ｡だし,勺さい-Ljb o

だって､おれ､そばっく小だ,匂い か い

で､す ぐ､わかっら苧う､おれ｡うん､

で-LたもんだOこれだけね､かつ節､

息霊宝良基｡プレ､フツ｡ちょいと､盈

ニtいれてもらおうかな｡あまい､から

いなんていけど､tIj､曲がっちゃうぜー

こら､-,,おれ､ロん帝で､なんか蓮きた

のかとおもった､こら-Oああ､びっく

りした｡いいんだ｡おれ､別に､つゆ､

飲みに来たわけじゃね-んだから｡ね ｡ ｣

⑲'そばのほそさ

｢おれ､そばだよ､そば｡そぼって､つ-

っと､このほそいところが値打ちだよ｡

ね､中には､うどんじゃね-かなという

- ､うどんだ､これは｡そばです-?

ま､いいや｡この方が､かみでがあって

いいや､こりゃなOふんO｣

⑪ 'そぼのこし

｢だけどね､そぼって-のは､ポキポキ､

シコシコ､これがうれしいよ｡えー､江
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ら-OえOこのね､そぼってのはね､ポ

キポキするようなシコシコする､ね､こ

れ､このコリコリ､こ､これがうれしい

んだよ｡いや､おれ､江戸っ子だから｡

いや､ほんとだぜ｡これはよくできてや

がる､これな｡三十､だけC1､おめえ､そ

ば､おめえ､なかなか､おめえ､おめに

かかれね-｡ほんとだ｡フープ､ズー､

ズズ-､ズーズー､フ-フ-｡ハ-07

-｡ハ一一｡ズーO ハ- 0 - 0 ｡｡｣

⑫竹輪のあっさ

｢七一い 一群い見え,竹姶 ふっ,1ペE,LLl

切ったね､おい｡いいのかい､こんな､

あっっぺらに切っちゃってよ｡たいがい

おめえ､紙みたいに切ってんだよ､あれ

ああいうのは痛々しくていけね-Oこう

ね､ブツブツって切ってるって-と､ほ

んとだよ､おめえな､これだけでもって

うれしいよ｡おめえ｡｣

⑬竹輪魅

｢ふーん､これほんもんだな､これな｡た

いがい､まがい､竹輪姓だ､どこも｡竹

輪鮭､あんな赴なんて_f=i垂二⊥ 病人の食

う､あんなものはおかしくて食えるか､

ほんとに｡これ､よくできてんね､ほん

もの使って､主主星堕ブツプツに切って

さ｡これ､おめえ夜鷹そばにしちゃでき

過ぎだ､これな､これ｡驚いた､まった

く｡7-､ズー､ズズ､ズー､ズ､7-

ハ一､7-､ス､7､ズ､ズ､ズ､ズズ

ハ-､ハ- - ･也 ｡｣

戸っ子だ､ね -､コシのきいている､こ

れだ､おめ｡7-､フ--70ズー､ズ

ズズ､ズー､ズOべ トペ トだ､これは｡

いいや､こりゃ､かむ世話がなくってい

いや､こりゃ｡腹の悪い時には､ごくい

いそばだね､こりゃ ｡-え､うーん｡｣

⑬'竹鈴のあっさ

｢だけどね､ほんとだよ｡あのね､おめん

どこ､あの､あれ､おい､竹輪､はいっ

三 二虹'竹輪Oはいってます?はいって

ますったって､おれ､さっきから､ね-

ね-､さがしてたんだけどよ｡い くらさ

がしたって､みあたらねえ､ほら｡えー

忘れたんじゃね-か?おい｡いれました?

ほんと｡あった｡あったよう｡こらまた

どんぶりの柄かと思った｡よくまあ､こ

う､薄く切ったね-､おいOこりゃ､包

丁で切ったんじゃね-､かんなでけずっ

たんだろう｡包丁で切りました-?いい

腕だね一｡ほうら､むこうに月が透いて

見えら-､ほうら｡｣

⑲'竹輪象

｢えー､だけど､いいんだ､おめえんどこ

ほんもんだから｡たいがい､まがい､竹

輪盤O姓なんて病人の食うもの｡あんな

ものおかしくって食えるかって-んだ｡

ね｡そこ-いくって-と､おめんどこな

んて､ちゃんと､ほら､ね｡ ･･･ ,0

ほら､ね｡ふん､姓だ､ふん｡ほんもん

の盤だな､これな- O ふん､今､おれ､

ほんとうの鮭が食いて-なと思ってたん

だ､おれは｡あん､おれ､病人だから｡

おれはね0--ん｡なんだか情けなくな

っちゃった｡ズー､ズズ､ズー｡うーん
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⑯代金をはらう

｢おい､そばやさん､おれ､もう､いっぺ

って言いたいんだけど､おきでもって

まずいの食らっちゃったんだ､おめえん

ここ'/,'LJ滞LT=せ..耳三才Ti-'Jiii･/l '-,･･--｡U一つ

ペ-で勘弁して くれ｡｣
｢へ一一､へふよろしゅうございます(,｣

｢いくらだい｡｣r

｢十六文R.ちょうだいいたしますC.｣

垂~十六文(,ああ､そうかい｡銭､こまっけ

こ追 かまわない方､Oあ､じゃ､ちょ

いと､こっち､て心､出してくれノ(,/ほい

いいかい.I.ほら､いくよ｡ひい､ふう､

みい､よう､いつ､むう.なな､奪域 ー

今､何どきだい｡､_｣

Fへ､.ここのつです｡ 暑

ほ お､ じゅういち､ じゆうに､じゅうさ

ん､じ揮うし じ碍3:,ごt じゅうろく｡｣

と､払うって-と､ほいっと聖二芝生もま♪

① しっぼくを注文

bよいと

⑦かぜ

こたね-んだ

抜けちまう

③景気

あきね-

んで

あっだろう

くっつぶきった

④あんどん

おめえんどこ

変わってんね

出りゃよ

いっペ一一

ちょっと

ことはないのだ

抜けてしまう

あきない

それで

あるだろう

くいつぶきった

- 食いつくの意

おまえのところ

変わっているね

出ればよ

いっぱい

なあにおめ- Oなん､なん､あー､あ-

あー｡いやんなっちゃった､おれo｣

⑲'代金をはらう

｢これ､もういっぺ-と言いたいところだ

けど､わきでもって､まずいの食らっち

やったんだ｡おめんどこの口直しだぜ｡

/LT-1tL- ･′､-.ヽ Ll･一 一

れo｣

｢へい､-い､よろしゅうござい｡｣
丹1くらだいO｣

｢えー､十六文ちょうだいいたします｡｣

iTハ且､見へへへ ･V ､ これ､これ､

これ｡十六文､十六文｡鏡､こまっけふ

んだ､かまわないか､え､ちょいと､こ

っち､で一一､親しでくれrJほら､いくよ

ひい､ふう､みい､よっ､いつ､むう､

iよっです｡｣
･･._ ∴/

冒.ylJ､守｣､つ ､ /-dh な ､ や あ ｡ ｣

む'しっぼくを注文

呼んでんだ 呼んでいるんだ

きぶい さむい

に一 席 を

④'かぜ

～でがすが -でございますが

ゆんべ ゆうべ

そいで そして

③'景気

やっとります やっています

④'あんどん

やんなっちゃった いやになってしまった

⑤'料理のはやさ

なげ- ながい

⑥'わりばし

えれ- えらい

きれっぱし きれはし
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⑤料理のはやさ

無駄っぱなし

ひ-

みじけ-んだ

こね-

うめ-もの

⑥わりばし

使ってんの

①どんぶり

なんて-けど

まずくったって

食えんだよ

⑧そぼずき

こらな

⑲そばのほそさ

ふて-

あんなもな-

⑪そばのこし

こいだけの

⑫竹輪のあっさ

あつっぺら

⑬竹槍姓

盤なんてなね-

こんだけ

⑲代金をはらう

こまっけ-んだ

行っちまう

無駄ばなし

火を

みじかいのだ

こない

うまいもの

使っているの

などというけれど

まずくても

食えるのだよ

これはな

,lヽこしl

あんなものは

これだけの

-普通､つかわない

うすっぺらはつかう

姓などというものはね

これだけ

こまかいのだ

行ってしまう

くっついてやがる - 卑罵の助動詞

にくしみ ･のの しりの

気もちをあらわす

こりゃ

①'どんぶり

こら一

回っしょ

⑨ 'っゆ

かつ節

きいてらよ

ゆ-

⑪'そばのこし

.+/I:∫)で

⑫9竹輪のあっさ

はいって-か

見えら-

⑬'竹輪盤

ほんもん

食えるかって-んだ

これは

これは

回しましょう

かつお節

きいているよ

湯 を

なくて

はいっているか

見える

ほんもの

食えるかというんだ

Dわきでみていた男

これをわき-､つったってL 見ておりましたのが､毎度､我々のほうにはお馴染 という

ような奴でございます｡

｢驚いたね｡どうもあの野郎は- ｡え｡どうでもいいけど男のくせにしゃべりすぎだ､

あいつは｡ベラベラ､ベラベラ､はなからしまいまでしゃべってやがる｡いやにそば屋の

奴､持ち上げやがった｡あー､持ち上げるって-とこみると､あの野郎､食い逃げすんじゃ

こね一軒と思って､ おれ､楽しみに見てたんだよ､そうしたら､銭､払ってやがったな｡

ますます勘弁できね-な､あの野郎｡ああいうのは､江戸っ子の面汚しだ､あいつはな｡

おれ､畠プかけてってJ 張り倒してやろうかと思った､ほんとに｡え､いろんなこと言っ

てやがったよ｡箸は割箸で､きれいごとで､ものは器で食わせて､そばは細くて､江戸っ

子で､竹輪がほんもので､ あっっペれ-0
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てやがんで-｡それもいいけど､そば



屋にあやまってやがんの｡『そぼ屋さん､すまね-けど､いっペ-で勘弁してくれ｡』いつ

ぺ一食おうが､半分食おうが､客の勝手だ､あやまることはね-じ聖_ね一一かO 軒いくらだ

いO過F十六文｡』ってやがんだ｡あんなものはみんな十六文に決まってら､ どこだって｡

わざわざ償なんぞきくことね-んだよQ『鏡､こまっけ-んだ､かまわわしかO』また,
『サL

そば屋の大きな手の上､もってって､ていねいに勘定しやがったね､あいつはOえoPU

い､ふうみい､よう､いつ､むう､なな､やあoあんなとこで､時､聞いてやがるoLrそ
ば屋さん､今､何どきだい｡』『へ､ここのつです｡』『とお､じゅういち｡』ふん､お

かしいな∴ここんとこを,V,いいのかを ｡ひい､ふう 21い､よう､Yさつむう､恵を､駕､

ときて､今､何どきだ､ ここのつですOとおOあ､あ,Jj野郎､--文､やりやがったよ､.こ

ら- ｡うめ--ことかすりやがったね､おい.あれじゃあ､そぼ屋､しょうげ一､嚢がつか

ね-早,L=ら-Oこら､おもじれ一恵 こらを｡おれもやってみようか翫 ｣
なんてんで､その晩はあいにく細かいのがざいませんOあくる晩､そろえておくって-

･L/i･｡た.∴~.I

食い逃げすんじゃし--ね､-か

おっかけてって

言ってやがんで-

ね-じゃ-ね-か

もってって

i:つ)立って

食い逃げするのではないか

おいかけていs:I･て

言ってやがるのだい

ないではないか

もっていって

しょうが七 と
?

3｡まとめ

落語の ｢ビデオ｣ではなく､ ｢音声テープ｣をつかったことで､学生はききとりに集中

することができた｡また､スクリプ吊ま､テープを中心に導入をした後で､学生にわたす

ようにしたO中国からの留学生の場合､とかく文字にたよろうとするので,音声だけの授

業では不安がのこるだろうとかんがえたからである｡しかし､それだけでなく､日本語の

かき言葉は､現実のはなし言葉をかならずLも忠実にあらわしていないということを実感

させるねらいもあった｡落語の場合､ ｢江戸語｣もしくは ｢東京語｣の特徴があらわれて

おり､学生自身も､語連接上の音韻現象､および連母音の音誠について興味をもって学習

した｡また､それらの中には現代のはなし言葉としても同様につかわれる形もあり､かき

言葉とはちがうものだと自覚するのに役だったとおもわれる｡

留学生の作文には､自分がきこえる音声をそのまま忠実にしるす傾向がみられるが､こ

の傾向は､特に中国からの留学生につよいのではないかと､筆者は感じている｡自分がき

こえたままにかいていたのでは､いつまでもたっても日本語のかき言葉にはならない｡筆

者自身､テープおこしをしていて､まようことが何度もあった｡たとえば､ ｢これは｣か

｢こら｣か ｢こら-｣か ｢こりゃ｣か ｢こりゃ-｣751､ ｢おまえ｣か ｢おめ｣か ｢おめ-｣
かなど､これは､かき言葉では ｢これは｣と ｢おまえ｣しかありえないのであるが､この

日本語の現実を理解させることはそれほどたやすくない｡r落語｣のテープをつかっての

授業は､ききとり能力をのばすだけでなく､はなし言葉とかき言葉の区別という間蓮から
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作文指導-とつなげていける可能性があるのではないかとかんがえている｡
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