川上弘美 「境目 」学 習プリン ト３の 解答例 と解説

「境 目」を 引くこ とによ ってど のよう なことが 起こ るのか 。

課題一
問一
そ れぞれ の季 節を際立 たせて 日々が へんぺ いに続 いてい るので はないこ とを 知りた くなっ た

「 境目を 引く」 は三行 先で「 境目を つくっ て」と言 い換 えられ ているの で、そ れに続 く部分 が

り、 知って それぞれ の日々 をいと おし みたくな る。

答え

解説
答えと なる。

なぜ 「境目 」を 作るのか 。

課題二
問一
区別

ａ

ｂ

答え
物事 に区別 がなく ひとま とまり の状態 の時、私 たちは かた まりと してそれ を認識 できる が、そ

認識

解説
の かたま りを構 成して いる一 つ一つ の物事 を認識 できま せん。 たとえば 、羊の 群れを 例に あげ
ると 、「羊の 群れがい る」とは わかっ ても、一 頭一頭を 認識す ること はできませ ん。名 前がつ
い ていた り、一 頭一頭を よく 観察し て違い が見えて きたり すると 、それ ぞれが どんな 羊かわ か
るよう になり ます。 このよ うに物 事の「 認識」 にはど うして も「区 別」が必 要なの です 。
〈ち ょ っ と 発 展 的 内 容 〉
この羊 の群れ の例の 場合、 個体に つけら れた「 名前」は 個体を 区別 するため の「境 目」で あると 言
え ます ね。 物事 につけら れる名 前は別の 言い方 をすれば「 言葉」 です。 言葉も「区 別 」の ための
「 境 目」 だと 言えま す。とすれ ば 、
「 言葉」は 「認識」 のために 必要な ものだと いうこと になり ま

答え

問二

「そ のよ うなも のに寄り 添って しまう 可能性 」の「 そのよ うなも の」と は何か 。

も のを認 識する ための区 別を 行うこ と。

「境 目」の 「本来の 目的」 は何か 。

す。

問三

問四

解説

区 別をす ること が差別 や暴力 につな がる可 能性を もって いるか ら。

「境 目を引 く行為は 、非常 に困 難なも のを呼び 寄せる 可能性 を持つ 行為で ある」 のはな ぜか。

指示語の問題の場合、ほとんど指示内容は前にあります 。

「差別 」や「 暴力」

答え

まず「 境目 を引く行 為」と は「区 別する こと」 と説明 する。 次に「 困難を 呼び寄 せる」 は「そ

〈〉

解説

のようなものに寄り添ってしまう」の言い換えなので 、とりあえず「差別や暴力を呼び寄せる」
と置き換える 。つなぐと「区別することが差別や暴力を呼び寄せる 」となるが 、
「呼び寄せる 」
は擬 人法な ので 擬人法を 用いな い言い 方にし て、最 後に理 由をし めす「か ら」を つけ る。

