
大学生と「絵本」を読む（その 1）

─ことばを大切に、互いの交流から「学び」を深める授業の試み─
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要 約

IT 化が進み、情報が氾濫する現代社会にあって、子ども達の「ことば」が貧弱になってきていると

いう。これに対して、日々の授業・保育の中で豊かな言語環境を作っていこうとする実践がある。やわ

らかく落ち着いたことばで教師が語り、子ども達と互いにことばを聴き合う授業・保育である。将来教

師や保育者になる学生達が学ぶ大学の授業においても、ことばを大切に、聴き合う授業を実現していく

ことが重要なのではなかろうか。

他方、絵本は単なる子どもの読み物という以上に大きな力を秘めている。芸術性の高い絵と簡潔で美

しい文とが生み出す絵本の世界をじっくり味わうことで、豊かな心が育まれる。さらに、絵本の読み聞

かせは、読む人と聴く人とが同じ時間と空間を共有し、精神性の交流がなされる。集団の読み聞かせの

場合には、互いに感想を交換し合うことにより、視点が広がり、読みが深まっていく。絵本は優れたこ

とばの授業の教材であろう。

本稿は、2005 年度本学教職幼稚園課程「保育内容の指導法（言葉Ⅱ）」の授業で毎回実施した絵本の

読み聞かせによる学生達と私の学びの経過報告である。

キーワード：ことばの危機、教員・保育者養成、絵本の読み聞かせ、大学の授業、一言メモ、学び合

う授業

1.｢ことば」の危機と「ことば」が大切にさ

れる授業

日々大学生に接していると、彼らの発することば、綴

ることばについていけなくなったり、呆れたり、恐ろし

くなるようなことがしばしばある。また、語彙が少な

く、豊かに表現できないばかりか、感じ方、考え方まで

もが貧弱なことばに制限されてしまっているかのように

感じられることもある。

これについて、「ことば」の発達、教育について研究

を続けている秋田は近著（秋田・石井 2006）の中で、

「・・・生きたことばが貧しくなってきている。情報の

氾濫のなかで、血肉の通ったことばの力やことばを使う

ことへの信頼を喪失している。そのために、直接からだ

で何かを示そうとしたり、黙して動かなくなる側面が子

どもたちの中に見られる。」（005 ページ）、「IT 化、情

報化が日常生活に浸透していくなかで、黙して深く考え

たり、他者と対話を交わすことで自らが変わり、ことば

を生み出し豊かにしていく機会を喪失しているのではな

いかと危惧するおとなたちは少なくない。・・・情報過

多の社会のなかで、ことばはその力を失ってきているか

のように見える。子どもたちが使用する語彙はパターン

化することで貧弱なものとなり、自分の複雑な心理や思

考をことばで表すことが難しくなってきているように思

える」（222-223 ページ）と、述べている。

他方、長年教員として国語教育の実践・研究に取り組

んできた石井は、同書の中で、「ことばについて学ぶと

いうことは、与えられたテキストから知識を獲得し、こ

とばの技能を身につけることだと考えがちではあるけれ

ど、むしろ、どのような言語環境のなかで、どのような

経験を積み重ねるかに負うところが大きい。教室の中

で、日々どのようなことばを耳にし、どのようなことば

を語るか、その経験の一つひとつによって、ことばは私

たちのからだの中にしみ込むことだからである。そうい

う意味で、教師は、授業における子どもと子どものあい

だを行き交うことばや教師が子どもたちに向けて発する

ことばに、また、それらのことばの聴き方、受けとめ方

について、もっともっと繊細でなければならないのでは

ないか。・・・教師が子どものことばに耳を傾け、子ど

もの考えや思いを受けとめるということは、何かを伝え
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教えるということ以上にたいせつである。それは『学

ぶ』ということが、子どものなかで発酵し熟成し、そこ

からある種の喜びをともなって成立するものだからであ

る。そこには、子ども自らの心の働きが存在する。だか

ら、子どもの内に生まれるものの受けとめなくして、豊

かな『学び』は生まれないのだ。」（092-093 ページ）と

述べ、さらに具体的な教師の姿を次のように語ってい

る。「教師の語り方でよくないのは、テンポが速くなる

ことと、テンションが高くなることである。・・・話し

ている自分自身にとっても、相手の気持ちを受けとめる

心のゆとりを失ってしまうからだ。これは、子どもとと

もに『学び』を創り出す授業にとって致命的なことであ

る。」（103 ページ）、「『学び』には、謙虚さ・慎み深さ

が必要である。特に、仲間とともに学び合う教室での学

びでは、仲間や教師のことばを聴くことが学びの中心に

なる。だからこそ、それをリードする教師のことばは、

やわらかく、落ち着いていなければならない。叫ぶよう

に話す子ども、それに負けじと声を張り上げる教師のい

る教室は騒然としていて、とても一人ひとりの学びが豊

かになるとは思えない。」（103-104 ページ）。危機に瀕

している子どもや若者の「ことば」を回復するために、

学校における教師のことばの重要性が指摘され、さら

に、教師が自らのことばを大切に、子ども達のことばを

大切に、聴き合う授業・教室を創り出すことが「学び」

を充実させていくという。

それまで心理学関係の授業を担当してきた私は、1999

年度から、教職幼稚園課程「保育内容の指導法（言葉

Ⅰ・Ⅱ）」を担当することになった（注 1）。また、2000

年度には本学教育学科教員有志による FD研究会が発足

し、稲垣忠彦先生担当の「国語概論」の授業カンファレ

ンスが重ねられ、私もそれに参加した（注 2）。2004年

3月には、その授業記録を主とした「日本語を学びなお

す」を出版した（注 3）。これらの経緯から、私は「授

業の中でのことば」とか「授業の在り方」について考

え、担当する授業において自分の発することば、私と学

生のやりとりや学生同士の交流で使われることばについ

て意識するようになり、「聴き合う授業」を大学でも創

り出していきたいと願うようになっていった。

注�：本学では、文学部教育学科初等教育学専攻の学生達は

小学校教員免許を基礎免許として、それに加えて幼稚

園課程科目を履修することによって幼稚園免許も取得

することができる（現同専攻初等教育コース）。

注�：帝京大学文学部教育学科 F・DモノグラフⅠ「大学の

授業研究」2002 参照

注�：稲垣忠彦・杉本真理子 日本語を学びなおす─「バカ

ヤロー」から「天声人語」まで─ 2004 評論社

2.｢ことば」が大切にされる授業・保育の実

践に学ぶ

2004年 5月、静岡県富士市立岳陽中学校の学校公開

に参加した（注 4）。午後からは全国各地の先生方が大

勢訪れるのだが、校長先生のご厚意で、午前の通常授業

も見学させて頂いた。前年度参加したセミナーで発表

（注 5）をうかがい驚嘆した川崎里恵先生の中学 1 年生

国語の授業を選んだ。教材は宮沢賢治の「オッベルと

象」の終わりに近い部分だった。コの字型に並べられた

机。先生は生徒達のすぐそばに立つ。まず、音読。一人

ひとり読んでいくが、ある女子生徒の番になると、教室

が水を打ったように静かになった。誰もが息をひそめ

て、彼女の読みを聴いている。教室の後、彼女に近い位

置にいる私には、彼女の声は聞き取れない。しかし、私

より距離のある位置に立つ先生は、彼女がつかえれば、

漢字の読みをそっと伝える。先生には、彼女の声が聞こ

えているのだ。次の男子生徒の番になると、教室の緊張

は解け、読み違いに気軽に反応する。その後、授業は、

オッベルや彼の使用人達と白象と象の仲間達の思いにつ

いての話し合いに進んだ。生徒達は自分の考えを語り、

仲間の考えに耳を傾け、テキストに返っては確認する。

時に先生の上手な（？）黒板の絵や冗談に笑い声を上げ

ながら、核心に迫っていく。

なんてすごい授業なのだろう。クラス中が互いに聴き

合い、考えが深まっていくことが面白い。こんな国語の

授業が中学校で存在するのだ。先生は「大きい声で発言

しなさい」「みんな静かに聴きなさい」などとは一切言

わなかった。中学に入学してわずかに 2ヶ月足らず。私

には驚異であった。

2006 年 6月、神奈川県藤沢市立石川小学校、阿部直

久先生の 6年生のクラスを午前いっぱい見学させて頂い

た（注 6）。この小学校は創立 13 年目で、21 世紀にふさ

わしい校舎をと、廊下と教室との壁がないオープンクラ

スルームの作りになっている。したがって、隣合ったク

ラスの声や音が直接聞こえてくる。

3 時間目、国語の授業。星野道夫文・写真「森へ」の

初めの部分。まず、一人ひとりが自分のペースで音読す

る。一番最後にひとりになった女子児童も、クラスに自

分の声しかなくなってからも決して急がない。全員が静

かに待っている。終わると、先生が読みたい子を指名す

る。一人目は女子児童。気が急くのか、キンキンと速

い。先生は「もっとゆっくり。息を吸い込んで、もう一

度」と、短く声をかける。先程の読みよりぐんとよくな

る。「声がとてもハッキリしていていいね」、その子の特
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徴をとらえたフィードバックを添える。次の男子児童の

読みも、急いている。そこで先生は、「大きなスクリー

ンに、アラスカの様子が映し出されて、向こうに大勢の

人が聞いている。ナレーターになったつもりで、もう一

度自分で読んでごらん。」「あー、やってみたい！」子ど

もたちは、先生の言葉に触発され、ありありと情景が浮

かび、夢中になった様子。女子児童が指名される。先生

は他の児童に、「みんなは絵だけ、写真だけ見ていて下

さい」。まるで魔法にかかったかのように、読みが変

わっている。読み終わると、「どう？」と一言。子ども

たちそれぞれが感じたことを語り出す。「絵を見て聞い

ていると、イメージがふくらんできて・・・」「ゆっく

り読んで、気持ちがこもっていて、静かなんだけど、声

が大きい。やさしい声。」・・・長い発言でもしっかり聴

いていて、次々受け継いでいく。「あー、いいよね。こ

ういう読みもいいよね」、先生が区切りをつけると、「は

い、はい、読みたーい！」次の男子児童の読みに対して

は、「ゆっくり、小さい声で、目をつぶってても、

シューシュー、ピロロロ・・・、本当の生き物の声みた

い。」「止まっているものが動いて感じるっていうんだけ

ど、すごいな、ドキドキしちゃう、Sが読んでるの聴い

てると。」何人かが読み、感想が交わされる。先生は

「ふーん、ふーん、なるほどね」、「さて、今日から、中

身を考えていきたい。ことばを丁寧に丹念に、ひっかか

りましょう。初めに書きこみをしましょう。」予め渡さ

れていたテキストのコピーに子どもたちはすぐ取りかか

り、集中して書きこみを続ける。先生は行き詰まってい

る児童に、「いろんな言葉で表してみたら？」などとア

ドバイスする。必要な子どもはいつでもスーッと教室の

後に置いてある辞書を取りに行く。その後のペアでの話

し合い、クラスでの話し合いは、一つ一つテキストと対

比され、子どもたちは自分の持つ知識、感覚、辞書で調

べた内容など総動員で、同じ意見、異なる意見、聴き合

いながら深めていく。実に充実した時間であった。

これまでに、多くの幼稚園を見学してきた。その中

で、お茶の水女子大学附属幼稚園と青山学院幼稚園は、

午前いっぱい子どもたちはそれぞれ思い思いの場所で思

い思いの遊びを続ける。広い園庭、遊戯室でも異年齢の

子どもたちが混じり合って遊ぶ。ここで、見学者である

私には、保育者の声はほとんど聴こえない。保育者は必

要とする子どもの傍らに行っては、話を聴き、ことばを

添える。お片づけの時間がきても、大きな声でそれを知

らせたりはしない。放送も、ピアノの音もない。保育者

は子どもたちの遊びの場を巡っては、声をかけていく。

ことばかけは、一人ひとりの子どもになされるのであっ

て、不特定多数になされるのではない。

子ども同士のトラブルに対しても、保育者は双方の話

や、周りの子どもたちの語ることをじっくり聴く。（時

に、保育者の判断で、さっと何事もなかったかのように

収まることもあるが。）聴いている間に、子どもたちの

気持ちが収まっていくことが多い。苛立った子どもも、

保育者から穏やかに、相手の気持ちを伝えられると、少

し違った見方ができたり、寛容な気持ちが出てくるらし

い。見ていて、心底感心する場面に何度も出会うことが

できた。

ことばが軽くなっているという今、先に述べた学校・

幼稚園では、ことばが大切にされている。大声で語る教

師はいない。一方的に教え込むことばもない。教師は子

どものことばにしっかりと耳を傾け、子どもが語ろうと

する内容、その子自身を受けとめようとする。子どもた

ちも互いのことばをよく聴こうとする。聴くことで、見

方が広がり、考えが展開していく。それが面白いことで

あることを知っているようである。

これに対して、大学の授業はどうであろうか。教員が

語ることばが、広い教室に空しく発せられていないか。

学生達から冷たく、跳ね返されていないか。ざわざわと

騒々しく、時に授業中に大きな笑い声やとんでもない奇

声があがることさえある。グループ作業を始めれば、ど

んどん声が大きくなって、かえって互いの声が聞こえな

くなっていく。大学の講義は、一つが何百人もの集団で

あったり、週に 1 回ずつ、たった 10数回の授業で出会

うだけの人々であるから、しっとりと聴き合う授業を創

り出すことが至難の業であることは確かである。しか

し、将来、教師や保育者を目指す学生達には、是非こと

ばが大切にされる授業を大学でも経験してもらいたい。

互いのことばを聴き合い、考え合い、教材から学び合う

授業を体験せずに、教職、保育職についた時、彼らはど

のような授業・保育を創っていくのであろうか。大学に

おける教職課程の授業・教員の在り方は、将来教師・保

育者となっていく学生達のモデルとなる側面を持つこと

を考えると、我々の責任は実に大きいと思う。

注�：岳陽中学校の実践については、佐藤雅彰・佐藤学編著

公立中学校の挑戦─授業を変える学校が変わる 富士

市立岳陽中学校の実践─ ぎょうせい 2003 他が出

版されている。

注�：東海国語教育を学ぶ会主催「第 6 回授業づくり・学校

づくりセミナー」での発表「国語科中学校 3 年生『万

葉集の授業』・・・額田王『君待つと 吾が恋をれば

我がやどの すだれ動かし 秋の風吹く』」

注�：阿部先生の実践は、阿部直久 若き教師のみなさんへ
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私の授業実践 一莖書房 2007に詳しい。

3.｢絵本の読み聞かせ」と「絵本の力」

2002 年 2月お茶の水女子大学附属幼稚園の公開保育

に参加した（注 7）。3歳林の組のお帰りの会（注 8）。

大勢の見学者が取り囲む中、担任の上坂本絵里先生は一

冊の絵本を取り上げた。私の位置からは、子どもたちの

様子と先生の後ろ姿は見えるが、絵本は見えない。先生

が表紙を示すと、子どもたちは大好きな絵本らしく、も

う夢中である。

「しーん」、「もこ」、「もこもこ」・・・先生が読み始め

ると、合わせるように子どもたちからつぶやきが漏れ

る。先生は、子どもたちを見回しながら、ゆっくりと読

み進めていく。「にょき」と先生。「あー！きのこみた

い！」と子ども。後ろ姿から、先生が子ども達に微笑み

かけていることが伝わってくる。ゆったりとした先生の

読みに、子どもたちは食い入るように絵を眺め、心を揺

らし、反応する。子どもたちのつぶやきは、いつの間に

かはっきりした声になっている。そして最後に「しー

ん」、「もこ」と終わると、子どもたちはすでに最初に戻

り「もこもこ」とつぶやいたり、「もう一回！」とせが

んだり。

この時私は、この絵本について全く知らなかった。し

かし、このように子どもが夢中になる絵本はどんな絵本

なのかすぐにでも見たかった。先生と子どもたちが一体

になって進められる読み聞かせの楽しさにたまらない魅

力を感じた。先生が一つ一つのことばを丁寧に大切に読

んでいく姿に、子どもたちに対する深い愛情が感じら

れ、強く印象に残った。

後に、この絵本は、谷川俊太郎作、元永定正絵、「も

こ もこもこ」（文研出版）だと知った。

2006 年 4 月、私担当の「保育内容の指導法（言葉

Ⅰ）」の授業（注 9）で、宮武恭子先生が林明子作「お

ててがでたよ」（福音館）を読み聞かせて下さった。

すっぽりかぶったぶかぶかの洋服から 1歳前後の赤ちゃ

んの手が出て、頭が出て、顔が出て・・・と進んでい

く。それを先生は、この幼い子どもが苦心して、苦心し

て、ようやく片方の手を出し、もう一方を出し、次に頭

を出ししていくその速度で、ゆったりゆったりと読んで

いかれる。目の前にいるのは大学生であるが、まるで保

育園の乳児組の子どもたちを前にしているように、慈し

むようなやさしい眼差しを向けておられる。何十年も先

生が保育園でそうしていらしたのであろう慈愛に満ちた

語り聞かせで、学生達も私も深く感動したのであった。

宮武先生の語り聞かせには、なぜこんなにも心動かさ

れるのであろうか。それは、先生が 50 年近い保育経験

の中で培ってこられた子どもの発達をとらえる確かな目

と幼い子どもたちに対する揺るぎない愛情が、読み聞か

せに注ぎ込まれているからであるように思う。

これらのように、読み聞かせは、読み手が聴き手に、

絵本を介し、ことばにのせて、「心」を伝えるのだと思

う。読書療法を模索し続けている村中は、小児病棟で長

期入院中の子どもたち一人ひとりとベッドサイドで絵本

を読み合ったり、養護施設で暮らす子どもたちや老人施

設のお年寄りたちと絵本を読み合い続けている（1993、

2002、2005）。また、「おとなこそ絵本を」と活動する柳

田邦男も、自分の絵本体験を語りつつ、様々な絵本の読

み聞かせの実例を紹介している（2001、2004、2006）。

読み聞かせは、時に、頑なな人の心を開いたり、親しい

人の死を受け入れたり、生きる希望を与えてくれたり、

すごい力を発揮する。絵本は子どものための簡単な本と

いう安易なとらえ方では収まらない大きな力を持つので

ある。

村中は（秋田・黒木 2006 の中の対談で）、絵本の本

質について読み物と対比させながら、読み物の本は自分

の方に向けて開くが、絵本は声に出して読んでくれる人

と聴いている人をつなぐように、外へ向けて開くとした

上で、「絵本は、描かれた世界を読む人と聴く人が共有

しあい、共有された場の中に、互いの感情を注ぎあって

世界をふくらませていく作業を見届けてくれるだという

気がします。」「絵本を読み合っていると、お互いの読み

が違っていれば違っている程、それを分かち合うことで

お互いの関係が深くなったり、その時の『場』が広く

なったりということがあります。」（176-177ページ）と

述べている。さらに、IT化の進む現在であるからこそ、

「絵本のもうひとつの特徴は、読む人をせかさないって

こと。絵本は待ってくれるのね。それがテレビなど他の

杉本：大学生と「絵本」を読む（その 1）

− 52 −

「もこ もこもこ」 「おててがでたよ」



メディアにはないことですね。」と強調する（177ペー

ジ）。

絵本の読み聞かせは、ゆったりとした時間の中で、読

み聞かせる人と聴く人とが同じ場を共有し、そこで豊か

な精神性の交流がなされるといえよう。

注�：全国各地の幼稚園教諭、保育を専攻する大学院生とそ

の教員など大勢の見学者がいた。

注�：この幼稚園では、登園してからお帰りの会までの時

間、子どもたちは一人ひとりが思い思いの遊びを展開

していて、お弁当とお帰りの会にだけクラスの全員が

顔を揃える。

注	：本学に保育士コースができて 2年目、保育士コースの

学生が初等教育学専攻幼稚園課程の学生に加わり、共

に私の担当する「保育内容の指導法（言葉）Ⅰ」を受

講するようになった。この年も、この科目で数年前か

ら行っている絵本の読み聞かせを続けることにした。

4.大学生と「絵本を読む」授業の設定

先述のように領域「言葉」の授業を担当し、FD研究

会で学ぶうちに私は、学生達にことばに敏感になっても

らいたい、ことばの向こうにあるそれを発した一人ひと

りの存在を感じてもらいたい、互いにことばを聴き合う

中で刺激し合い、他者のことばで新しい気づきが生ま

れ、考えを深め、自分が変わっていく、そのような授業

の醍醐味を体験してほしい、と願うようになった。

一方、私は、いろいろな授業や幼い子どもの母親達へ

の講演などで絵本の読み聞かせを行ってきた。絵本はこ

う読まなければならない、これを読み取らねばならない

というきまりはない。優れた絵本は、一冊一冊個性的で

芸術性の高い絵と、練り上げられた簡潔な文から、各々

が自分の感覚を呼び起こし、自分の体験と重ね合わせ、

想像を巡らせて、豊かな世界を味わうことができる。さ

らに、心理学を専門とする私としては、作者の思いのこ

もった絵本には、奥深い人間の心理が見事に隠されてい

るので、それに触れ、自らの心と向き合ってほしいと期

待しているのである。そして、集団での読み聞かせは、

それを味わった一人ひとりが、互いの感想を語り合うこ

とで、他者の視点に出会い、見方が広がり、思いがけな

い展開があったりして、読みが深まっていく。

以上より、教師や保育者を目指す学生達と絵本を読み

合う試みは、将来彼らが子どもと向き合う時に必ず役立

つと私は考えている。しかし、教師・保育者を希望する

学生達の多くは、絵本を授業で取り上げるというと、自

分がその絵本にじっくりと向き合うことをせず、すぐに

子ども達に読み聞かせるとすると、何才の子どもに、何

時の季節がいいか、どんな声色を使おうか、その絵本か

ら何を学ばせようかといったことを考え始める。それで

は絵本の豊かさは子ども達に伝わらない。まず、自らが

絵本を十分に味わい、仲間たちと互いの読み取りを語り

合い、絵本の可能性について気付いていかねばなるま

い。

村中（前出）はそこを指摘している。「先生方って、

教室で生徒に読んであげることはあっても、自分が読ん

でもらうことって少ないみたいですね。聞き入ることの

心地よさを自身で知らないままに、次から次へと何かを

提示しなくちゃいけないところに追い込まれているのか

な。自分のことばが子どもの心の中に入って、そこに棲

むということが信じられなくなっているのかもしれな

い。感動ということだって、先生が子どもに与えてあげ

なきゃならないと思いがちかも。感動は子どもが自分で

広げるものだと信じるためには、先生たちも、自分が見

入る、聞き入るという体験をすることが必要だと思いま

すね。先生自身が、声とか音とか色とか、そういうもの

にうっとりするような時間があって、そういう自分を愛

せたら、子どもに対しても同じようにできるんだと思い

ますけど。」（182-183 ページ）

本稿では、2005 年度教職幼稚園課程「保育内容の指

導法（言葉Ⅱ）」の授業における「絵本の読み聞かせ」

による学生と私の歩みを振り返っていく（その 1では前

半 5 回分のみ）。2005 年度は授業で絵本を教材として扱

い始めて数年経っている。この授業の履修登録者は、教

育学科初等教育学専攻 2 年生 28名、3 年生 30名、4年

生 6名、計 64名であった（内 3名はほとんど出席しな

かったため不合格）。1セメ 14回の授業の 10 回におい

て、授業の初めに絵本の読み聞かせを行った。OHCで

スクリーンに絵本を映し出して読み聞かせた後、短い感

想のやりとりの時間を設け、他者の感想に触れることが

できるようにした。（時には、私から読み取りを触発す

るような問いかけを入れた。）それにより自分の考えに、

新しい側面が加わった上で、授業の最後で記入する「一

言メモ」に自分の感じたこと、考えたことを書くことに

なる（注 10）。一言メモは、毎回私が全て目を通し、み

んなに読んでほしいメモを選び、名前を隠して並べ、

B4 版の両面プリントにして、次週に配布する。（1 回の

プリントには、20数名分の一言メモが載せられる。第 1

回目と第 5 回目のプリント表面を資料として示した。）

学生は、毎授業の初めに先週仲間が書いた一言メモを読

み、多様な意見を知り、さらに自分の考えを深めてい

く。このサイクルが毎週くり返された。

本稿は、学生達の書いた文章を中心に進めていくので
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あるが、用いるのは、前述の「一言メモ」と私の授業

ノートである。なお、一言メモの引用は末尾（ ）内に

メモを書いた学生の学年・クラス、イニシャルを示す。

一人ひとりの引用の初めに付ける印は、
はプリントに

載せた一言メモ、�はプリントに載っていない一言メモ

である。絵本の文は「 」内にゴチック体で示すことに

する。

注 10：「一言メモ」は B6 の用紙で、授業の最後 5分くらい

に配布し、その日の授業全体について感じたこと、考

えたことを記入し、提出してもらう。したがって、絵

本の読み聞かせについての記述はその一部分である。

5.｢大学生と絵本を読む」授業の実際（前半 5

回分）

第 1 回 4 月 13 日 「だいじょうぶ だいじょうぶ」

いとうひろし作・絵 講談社 1995

最初の授業では、これから毎回授業の初めに絵本を読

むことを伝え、「だいじょうぶ だいじょうぶ」を取り

上げた。これは、四六版小型の絵本で、おじいちゃんと

ぼく、周囲の情景を淡い色調で単純化して描いた絵が、

1ページに 1コマか 2コマずつ配置されている。

前年度「言葉Ⅰ」を履修した一部の学生以外は、大学

の授業で絵本の読み聞かせが行われることに驚きつつ、

読み聞かせが始まると静かになっていった。

「ぼくが いまより ずっと あかちゃんに ちか

く、」「おじいちゃんが いまより ずっと げんきだっ

た ころ、」「ぼくと おじいちゃんは、」「まいにちのよ

うに、おさんぽを たのしんでいました。」（第 1 場面

4 コマ）「ぼくたちの おさんぽは、いえの ちかくを

のんびりと あるくだけの ものでしたが、」「とおくの

うみや やまを ぼうけんするような たのしさに あ

ふれていました。」（第 2 場面 2 コマ）・・・子どもた

ちは散歩が大好きである。毎日毎日、近所を巡るだけで

あるその散歩が、子どもにとってどんなに魅力あふれる

新たな発見の連続であるかが、初めの 2場面で、状況設

定とともに示されている。

「でも、あたらしい はっけんや たのしい であい

が ふえれば ふえるだけ、」「こまった ことや、こわ

い ことにも、であうように なりました。」（第 6 場面

2コマ）・・・子どもが新しい世界に出会うことは、心

躍るような楽しい経験であると同時に、恐いめに合った

り、うまくいかなかったり、小さく未熟な自分を思い知

らされることでもある。さらに、将来に不安を感じるこ

とさえある。

「だけど その たびに、おじいちゃんが たすけて

くれました。」「おじいちゃんは、ぼくの てを にぎ

り、おまじないのように つぶやくのでした。『だい

じょうぶ だいじょうぶ。』」（第 9 場面 2 コマ 資料

参照）・・・困惑したり不安な時、落胆されたり、背中

を押されたりするのではなく、傍らにいて、「だいじょ

うぶ」と支えてくれる大人の存在は、子どもにとってど

んなに心強いことであろうか。そして、このような支え

が必要であるのは、子どもに限ったことでもない。

「『だいじょうぶ だいじょうぶ。』」「それは、むりし

て みんなと なかよく しなっくても いいんだって

ことでした。」「『だいじょうぶ だいじょうぶ。』」「それ

は、わざと ぶつかってくるような くるまも ひこう

きも、めったに ないって ことでした。」（第 10 場面

4 コマ）「『だいじょうぶ だいじょうぶ。』」「それは、

たいていの びょうきや けがは、いつか なおるもん

だって ことでした。」略「それは、この よのなか、

そんなに わるい ことばかりじゃ ないって ことで

した。」（第 11 場面 4 コマ）・・・とかく大人達は子ど

もを、それではダメ、そのままでは大変なことになって

しまうと脅したり、早く！と急かしたりしている。しか

し、子どもが生きていく上で真に力になるのは、脅しや

叱咤激励ではなく、「大丈夫」という子どもに対する信

頼であり、ひいては世の中全体や生きることに対する信

頼ではなかろうか。

論理療法を開発したエリスが、「致命的なことは滅多

にないものである」、たいていの人は「大変だ！どうし

ようもない」という非合理的な思い込みに陥っていると

指摘していることが連想される。

略「むずかしい ほんも、いつか よめるように な

ると おもいます。」「もっと もっと、たくさんの ひ

とや どうぶつや くさや きに であえると おもい

ます。」（第 13 場面 4 コマ）・・・自分自身に対して、

自分を取り巻く世界に対して信頼を持てた子どもは、自

分から新しい経験へ一歩踏み出すことができるのだとい

う真実が、ここでは語られているのではなかろうか。

そして、最後は大きくなった「ぼく」が、年老いた

「おじいちゃん」の手を握り、何度でも何度でも繰り返

す。「だいじょうぶ だいじょうぶ」と。（第 14場面、

第 15 場面各 2コマ）

読み終わり、この絵本からどんな感じがしたか、どん

なことを考えたか、何人かに感想を求めた。学生達は、

仲間の「感想」を聞き、授業の最後に一言メモを書い
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た。この回は 51名の出席者の中で絵本の感想を書いた

学生は 21名と半数に満たなかった。授業の初回という

事もあるが、今ふり返ると、この絵本に対する私の理解

がまだまだ浅かった事が反映されていたのだと感じる。


 1 つの絵本から一人一人それぞれ異なったとらえ方を

していたと思う。“こう言いたい”と表されていない

絵本から、決められていない、分からないテーマをい

くつも想像することができ、面白いと感じた。

（3-5SS）


最初に見た絵本。あんなに短い言葉、話のながれに、

何か言いたいことや伝えたいことがあるということを

強く感じれた。（2-6DT）


はじめに絵本を聞かせてもらい、あの短い文章の中に

も人に伝えられるものであったり、感じさせることが

できるものが含まれており、絵本は奥深いなと思っ

た。（2-7OY）


絵本をスクリーンで見た時、子どもへというより、大

人への絵本であるように感じました。（3-5KYo）


子ども対象だけでなく、私たちの年代や、もっと上の

年代の人達にも何か感じさせる想いの込もった本でし

た。今、不安や恐怖の中で生きる子どもの心に、あっ

たかい「だいじょうぶ だいじょうぶ」ということば

の大切さを教えられるような本でした。「いつもそば

にいるよ」「一人じゃないよ」がそのことばに含まれ

ていることがとてもよく伝わってきました。

（3-5KYu）


自分にも少しあてはまるような気がして、励まされて

いるような気持ちになった。（3-5TH）

�今日の絵本は直接的な言葉はないのに、最後は切なく

て、でも「だいじょうぶ」と自分に言われているよう

な気もして、とても心に響きました。おじいちゃんの

優しさが表れているようなやわらかいタッチの絵も好

きです。（3-5NM）


「だいじょうぶ だいじょうぶ」は、子どもたちがこ

れからいだくかもしれない不安をそっと取り払ってく

れるような本だと思った。（3-6SK）

�この本では、子どもの心の中の成長が子どもの視点で

かかれていて、とても面白いと思います。最後は少し

かなしかったけど・・・。（3-6HT）


絵本は「大丈夫」という言葉が魔法のように感じ、何

かを不安に感じても、安心できる言葉一つで、子ども

は「へっちゃら！」と思うんだなあと思いました。

（3-5KA）


誰かに「大丈夫だよ！」って言われた時みたいに、安

心した穏やかな気持ちになれるような気がしました。

恐い時とか、不安な時、「大丈夫」って言ってくれる

うれしさを思い出しました。（3-6SC）


絵はとてもシンプルで、物語という感じではなくて、

大切な思い出をつづっている日記のように感じまし

た。その時気付かなかったことも、後になって「そう

いう意味だったんだ」って気付くことが、その少年を

成長させているのだと思う。おじいちゃんとの触れ合

いってすごく心温まりました。（3-5TK）


小さいころのものの感じかたを思い出させる本でし

た。ささいな散歩も冒険に思えたり、見たままを受け

入れ、感動したり、おびえたり、知らないことをすご

く不安に思ったり・・・。昔は大人になることすらす

ごいことに感じていたのを思い出しました。男の子に

とって「だいじょうぶ」の一言は、大好きなおじい

ちゃんが言ってくれた言葉だからこそ、男の子にとっ

て大きな一歩を踏み出す魔法の言葉になったと思いま

した。（3-5SA）


いきなり感想を・・・とふられたので「切なくなりま

した」しか言えなかったのですが、ここではちゃんと

書きます。ふだんから何気なく「だいじょうぶ」と

使っていますが、小さなことから大きなことまでの悩

み、不安に対して使える言葉だと思いました。最後に

おじいちゃんに向けての「だいじょうぶ」は、おじい

ちゃんを亡くしてしまうという不安がある。自分に対

しての言葉だと思いました。（3-5KT）

初回の授業で何を読むか考えた時、私はまず、学生達

に、絵本は子どものためだけにあるのではない事を知っ

て欲しかった。絵本は、私たち大人にとっても十分読み

応えがあるし、絵本から学ぶことは沢山あるのだと。一

言メモを読むと、自分たちにとっても意味がある、大人

へのメッセージも含まれていると感じ取っていることが
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分かる。また、子どもからの世界の見え方を想像した

り、「大丈夫」と寄り添ってくれる存在の暖かさ、心地

よさを十分感じている。短い感想の中にも、みずみずし

い感性が感じられる。

もう一つ、私はこの授業で、保育者・教師を目指す学

生達に、身近なところで新しい世界を広げていって欲し

いというメッセージと、この授業では感じたことをあり

のままに表現しても「大丈夫」というメッセージも伝え

たかった。意図は十分に届いただろうか。

さて、この授業の後、私は乳幼児を育てているお母さ

ん方、思春期を迎えた子どものお母さん方に、子育てに

ついて話をする機会を何回か持った。その度に、この絵

本を心を込めて読んできた。読み聞かせを聞きながら、

絵をじっくり眺めていると、目に涙が浮かんでくる方が

多い。母親達は、この絵本から、多くを悟るようであ

る。ある方は自分の幼い日、祖父母と過ごした時間がい

かに貴重であったかを、またある方は、自分が日々いか

に我が子を急かしたり、脅したり、子どもをそのまま認

めるのではなく否定し続けているかを。そして、何よ

り、色々まずいことがあるけれど、「あなたの子育ては、

あなたのお子さんは、そのままで大丈夫ですよ」という

絵本からのメッセージを感得するのだと思う。考えてみ

ると、「大丈夫」のメッセージを今一番必要としている

のは、子どもが犠牲になったり、子どもが加害者になる

恐ろしい事件が多発し、子育て情報が氾濫する中、すぐ

には結果が出ない、自信が持てない子育てから逃れられ

ないでいる母親達なのかもしれない。

このお母さん方のおかげで、私のこの絵本に対する思

いは以前より深くなったと感じている。これからの読み

聞かせを聞く学生達は、もっと新たな感じ方に開かれて

いくであろうか。楽しみなことである。

第 2 回 4 月 20 日 「わたし」 谷川俊太郎文、長新太

絵 かがくのとも 福音館書店 1976

長新太の絵は、彩度を少し落としたピンク、赤、黄色

にグレーとグリーンが配され、彼独特のシンプルな輪郭

線が生きている。谷川俊太郎の文は声に出して軽快。

B5 変形版。

「わたし」「おとこのこから みると おんなのこ」

（第 1 場面）、「あかちゃんから みると おねえちゃん」

「おにいちゃんから みると いもうと」（第 2 場面 資

料参照）、「おかあさんから みると むすめの みち

こ」「おとうさんから みても むすめの みちこ」（第

3 場面）。

左ページにはいずれも白をバックに「わたし」（第 10

場面で 5歳と分かる）が、右ページには赤や黄色をバッ

クに男の子、赤ちゃん、お兄ちゃんから始まり、飼い犬

や外人、宇宙人、さらにお医者さんにレストランのウ

エーター、同じ名前の女の子などが描かれ、右ページの

人や生き物から見ると「わたし」は何と呼ばれるのか、

何に当たるのかが次々と語られていく。

第 7場面は首を直角に折り伸ばし 2ページにわたって

描かれたキリンと矢印で示された点くらいの小さなアリ

が配され、「きりんから みると ちび」、「ありから

みると でか」といった対比や、レントゲンで見た全身

の骨格では、「れんとげんでみると ！」（第 10 場面）

などユーモアを交えながらも、最終第 13 場面では、「し

らないひとから みると だれ？」、「ほこうしゃてんご

くでは おおぜいの ひとり」というように視点を広

げ、他者から見た自分によって「自己」に迫っていく。

2 回目では、前回とは異なり、絵本は情緒豊かな物語

だけではなく、知的な面白さも伝えうることを示してみ

たかった。今回出席者 61名のうち、絵本の感想に触れ

た者は 46名であり、4 分の 3 となった。おそらく、前

回の仲間の書いた絵本の感想に触発されたのであろう。

�今日の絵本は先週と違い、何を伝えたいのかわからな

かった。私たちからしてみるとあたりまえのことだけ

ど、子どもが読んだらどう思うんだろうと思った。

（2-7OY）


“わたし”は先生がおっしゃっていた通り聞いていて

とても心地が良かった。深い意味などを考えられない

子どもにとって“響き”はとても重要なのだろうと

思った。（3-6HM）

�絵本は分かりやすい絵で、でもお母さんが新聞を読ん

で、お父さんが料理を作っているなど、ちょっと笑え
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「わたし」



る絵があったり、私と宇宙人を比べてみたりとおもし

ろい絵本でした。（3-5KYo）


「わたし」を見て、聞いてみて、難しいなって思っ

た。わたしはわたしなのに、子ども、まご、お客さ

ん。いろんなわたしが出てくる不思議な絵本‼なんだ

か自分がたくさんいるような気がして、変に笑えまし

た。（3-5AY）


「わたし」という絵本は、周りから見た“自分”はそ

れぞれ違うけれど、どれも同じ「わたし」で、一人の

人間なんだよと言っている気がしました。また、この

世界には「わたし」だけではなく、いろんな人や動物

や物があるねと教えてくれていると思いました。小さ

い子には、なぞなぞにするのも面白いと思います！

（3-5KA）

�「わたし」・・・誰かから見た呼び方、周りの人達の

中に存在している自分を見つめているように感じまし

た。わたしって何だろう？って思う年齢は 5才なのだ

ろうか。わたしはここにいるんだよ！と主張したい年

齢が 5 才なのだろうか・・・と考えました。

（3-5TY）

�「わたし」はとてもさまざまなことを考えさせられま

した。子どもはあの絵本を読んで自分のことをいろい

ろ考えるのではないかと思いました。まず、あの絵本

を見て、自分のいろいろな呼ばれ方の違いに気づいた

り、まわりの人と自分との違いに気づいて、自分以外

の人のことも考えられるようになるのではないかと僕

は思いました。そんな深い意味はないかもしれないけ

ど、絵本はいろいろなことを想像させてくれておもし

ろいなーと思いました。（3-5TH）


今はみんなの中に自分がいるという「集団」という意

識があるけれど、幼い頃は自分という「個」の世界で

しかものを見ていなかったことを思い出した。

（2-6UH）

�「わたし」という本は単純だったけどすごくおもしろ

い本だなぁと思った。今まで自分が人から見ることに

よって変わった呼び方になるなんて考えたことありま

せんでした。（2-6UY）

�普段あまり気にしていないこと、自分がどう呼ばれて

いるのかについて書かれていて、見入ってしまいまし

た。こういう事は子どもにとっても面白く、不思議だ

と思いますが、今、自分が見ても、不思議で面白い

テーマだと思います。（3-6HT）

�子どもたちが「自分」というものを発見することが実

は難しいことなんだと思いました。自分はいつ「自

分」に出会えたかは覚えていません。けれども、物覚

えがはっきりするということが「自分」に会えたこと

なのかなと思いました。他者から見てのわたしという

ことは、小さい子どもにはわかりやすいことだと思っ

た。また、もう少し大きくなったら、他者から見たで

はなく、自分がどうあるかが大切なのではないかと

思った。（2-6KI）


今日の「わたし」という絵本では、「わたし」という

1人の女の子の呼びかたは、様々な人との関係の中で

作られ、その関係の数だけ呼び方は作られていくのだ

と思った。・・略・・あと以前友達が、昔自分のこと

を名前でしか呼んでなかったとき、何で周りの人は

「わたし」とその子の名前 2 つもっているのかと悩ん

だと言っていたのを思い出した。・・略・・（3-5SA）


今日の絵本を見て、“自分”という一人の人間は、い

ろいろな視点から見ると、いくつもの見方があるのだ

なあと思った。ぶ厚い本を読んで得るものはあるけ

ど、ひらがなだけの何ページかしかない本を読んでも

心の材料に得るものはいっぱいあると思った。では、

“わたし”から見た“わたし”はどうなのだろうか・・・。

（2-6YS）

�人から見ている自分と、自分で見る自分の違い。見た

目なりなんなり、一人の自分でも、色々な人から見れ

ばたくさんの呼び方がある。呼ばれ方が増えること

は、また新たな人と出会ったことだと思います。たく

さんの人に出会うことで、本当の「自分」ができあ

がっているのだと思いました。（3-5KT）


自分にとっては「私」はとても大切な特別な存在だけ

ど、周りから見ると一人の人間に対して色々な見方が

あって、大勢の中の一人にすぎないこともあって、自

分を見つめ直せた感じがしました。良かったです。絵

本だけど、今の年になっても教わることはあるのだな

と思いました。そして、子供にとっても自分！自分！

ではなくて、自分は色々な人によってさまざまな存在

であるということが学べて良いな・・・と思いまし

た。（2-6WR）


今日の絵本は谷川さんの独特の詩の世界と絵がマッチ

していて、直接的な言葉はなくても何かメッセージを

うけとれた気がする。そのメッセージは「わたし」と

いうものを特に意識しなくなった私たちには自分とい

う存在の大切さを、子どもたちにはわたしたちはいろ

んな人とつながっていることだという気がした。

（3-5NM）

�一人の子でも、色々な呼び方、周りが居るから自分の

存在が確立している。そんな深い事を絵本で表してい

て凄かった。（3-6AJ）

�今日の絵本は、最初は絵がおもしろいなぁとか思うだ

けだったけど、よく考えたら、すごく深い意味がある
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のだなぁって思いました。（3-6SC）

�「わたし」は自分がいるからみんながいる、みんなが

いるから自分がいるという 自己と他己を気付かせて

くれるような本だった。（3-6SK）

�幼児にとって私があって皆が存在するのかな。それと

も皆を知って私を知るのかな。と、自分も経験したは

ずなのに不思議に思った。（3-6SN）

人はいつ頃から「自分」を意識し始めるのか、どのよ

うにして意識していくのかは発達心理学のテーマの 1つ

である。また、青年期はアイデンティティーの確立期と

いわれる。エリクソンは、アイデンティティーの確立の

一つの側面として、他者との関係の中に自分を位置づけ

ることをあげている。まさに、子どもたちにとっても、

学生達にとっても自己をいかにとらえるかは発達的な課

題であり、社会的な関係性を視点に「わたし」が描き出

されたこの絵本には共感できたのであろう。この絵本に

触れて、自分は自分をどうとらえているのか考えた者、

子どもと大人の自分への意識の違いについて考えた者、

周りの人々との関係の中に自分がいることに思いを巡ら

せた者など、それぞれが改めて自己意識について立ち止

まって考えた様子がうかがえる。

また、今回から出席した学生も多く、大学生でも絵本

から考えさせられることがあるという驚きが表現された

メモも多かった。

第 3 回 4 月 27 日 「ちいさいおうち」バージニア・

リー・バートン文・絵 石井桃子訳（岩波の子どもの

本）岩波書店 1954（THE LITTLE HOUSE 1942）

1・2 回のウォーミングアップを終え、第 3 回は、い

よいよ絵本の世界へ本格的に入っていくことにした。絵

本の古典ともいえるバートンの「ちいさいおうち」。こ

の本は、1942 年に出版され、1943 年にコールデコット

賞を受けたというから、60 年以上も愛読され続けてい

ることになる。

表紙の地は水色。周囲にヒナギクの飾りのある白抜き

の円の真ん中に主人公の「小さいお家」が描かれてい

る。見返しは 3段に仕切られ、各段に 6つのピンクの小

さい家とその背景がモノクロで並び、馬に乗った人から

始まり、馬車、さまざまな自転車、そして自動車へと乗

り物と風景の変化によって時代の流れが描かれ、この絵

本の内容を見開きの中に凝縮している。

第 1 場面、ヒナギクが咲き、リンゴの木が揺れる丘の

上に立てられた丈夫でかわいい小さなお家に 5 人の家

族、犬、猫、小鳥 2羽が配されている。第 2 場面、少し

退いた視点から、お家とその上にかかる大きなアーチの

中にいくつもの太陽が表情たっぷりに描かれ、一日の流

れを表している（資料参照）。第 3 場面は夜。視点は

もっと後退し、お家の丘の背景に幾重にも丘が重なる。

空には満天の星。左ページのカレンダーには月の満ち欠

けが示され、一月の時間の流れが示されている。第 4場

面からは春、夏、秋、冬の田園の美しい景色が、お家の

丘を中心に、幾重にも遠く地平線まで連なっている。畑

を耕す人と馬、洗濯物を干すお母さん、水浴びする子ど

もたち、干し草を積んだ馬車、学校へ出かける子どもた

ち、スキー、スケート、そり遊び、雪だるま作りや雪か

きなど、それぞれの季節の暮らしの様子が細かく描き込

まれた美しい絵は、いつまで見ていても発見の連続で見

飽きない。

第 8 場面、自動車が登場し、そこから道路工事が進

み、家々が立ち並び、交通量は増え、電車が走り、家は

ビルに変わっていく。ついに、第 15 場面では、ビルの

谷間でお家は荒れ果て、住む人もいない。第 16 場面で

は、お家は、昔の持ち主の子孫に発見され、田舎に引っ

越すことになる。第 19 場面でお家は再び手入れがなさ

れ、昔のように美しい自然の中でにっこりする。第 20

場面、月と星の輝く空の下にお家が建っている。「はる

です・・・いなかでは、なにもかもが たいへん しず

かでした」と終わる。

読み聞かせに当たり、「文は私が読みますから、みな

さんは絵だけを見て下さい」と注文を付けた。「子ども

は字が読めませんから、耳からお話を聴き、目をこらし

て絵を見るのです」とも。56名の出席者中、51名が一

言メモで絵本に触れていた。以後毎回、大多数の出席者

が、一言メモに絵本の感想を書き続けた。

まず、自分が小さい時この絵本を読んでもらったとい

う人が 5人いた。大学の授業で、幼い頃に大好きな大人

に絵本を読んでもらったその記憶を思い出せるのは幸せ

なことだと思う。そして、この授業を履修した学生達

が、次の世代に読み聞かせの時を持つ幸せを感じてほし

いと願っている。

�昔、母のヒザに座って読んでもらったことを思い出し

ました。（2-6IF）


「ちいさいおうち」は、小さな頃読んだ時、真ん中の

部分が本当にかわいそうで嫌だったけど、今日もまた

嫌でした。自分があの家のつもりで読んでしまいま

す。絵が、おうちが悲しんだり、喜んだり分かるよう

に書かれていて、そこがまたいいなぁと思いま

す。・・略・・最後にはハッピーエンドのこの絵本が

私はダイスキです。（3-5SS）
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「もこ もこもこ」

谷川俊太郎作、元永定正絵

文研出版 1995 第�場面

「おててがでたよ」

林明子作

福音館書店 1986

第�場面

「だいじょうぶ だいじょうぶ」

いとうひろし作・絵

講談社 1995 第 9 場面 18・19 ページ
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「わたし」 谷川俊太郎作、長新太絵

福音館書店 1981 第�場面

「もりのなか」 マリー・ホール・

エッツ作・絵 まさきるりこ訳

福音館書店 1963 表・裏表紙

「またもりへ」 マリー・ホール・

エッツ作・絵 まさきるりこ訳

福音館書店 1969 表・裏表紙

「ちいさいおうち」バージニア・リー・バートン作・絵

石井桃子訳 岩波書店 1954 第�場面




「ちいさいおうち」は僕が幼稚園くらいのときによく

親に読んでもらっていた記憶があります。・・略・・

今見ると絵が立体的で奥行きがあるけど、僕の記憶の

中の絵は平面でした。なんでだろう。小さいとき、絵

本の絵を頭の中で動かしていた。この本は想像力を働

かせられる本だと思う。（4-6YT）

子どもは「絵を読む」とか「絵を動かす」といわれる

が、この様なメモを読むと、その通りなのだと実感でき

る。今回初めて「ちいさいおうち」に接した人達も、絵

のすばらしさを述べている。

�字を読まずに絵を見ていました。絵だけでも小さなお

うちをとりまく環境がどんどん変化していって、とっ

ても悲しい気持ちになりました。子どもたちも絵だけ

でこの絵本からいろいろな感情を抱くんだろうなと思

いました。（2-6AT）


中表紙がとてもこっていて、物語がこれからどういう

風に進んでいくのかが想像できました。この本のおも

しろいところは、小さいお家の気持ちになって進んで

いるところです。周りの変化をこまかく感じ、絵にも

しっかりあらわれていました。最後は丘に戻れた時

に、きっと子ども達もホッとするのではないかと思い

ました。（3-5KM）


絵がすばらしいと思った。だんだん本いっぱいに広

がっていく様子は近代化の大きさを表しているよう

で、ビルや電車が走る迫力が感じられた。それととも

に、色づかいは少なくなり、暖かい色から灰色や黒っ

ぽい色が主となっていくのが分かりました。絵からも

色からも感じとれる“おうち”の心の様子が描かれて

いるようでした。ちいさいおうちには、やはり田舎の

自然のある静かなところがぴったりだと思いました。

（3-5TY）


絵をよく見てねという先生の言葉があったので、絵を

ずっとしっかり見ていました。言葉のひとことひとこ

とが、全て絵になっていて、すごいなと思いました。

時代の移り変わりの姿、街はちいさいおうちに目も止

めないくらいの忙しさは、やはり淋しさを感じさせら

れました。街が色々なものができ、便利になればなる

ほど自然は消え、目で、耳で、体で季節を感じること

ができず、近代化している社会の良さと悪さを表した

絵本だと思った。子どもには、便利な世界も良いが、

季節などを実感できる自然な場所も体験させるべきだ

と感じた。（3-5TC）

�今日の絵本「ちいさいおうち」は、すごく長いけど、

左ページにかいてある文が全て右ページの絵につまっ

ていて、とても見応えのある絵本だった。子どももあ

きずに「今読んでいるところは絵のあの部分だ」と探

しながら楽しめると思う。（3-5NM）


ちいさなおうちが顔になっていて、場面によって少し

ずつ表情が変わっていって、見ているだけで、ちいさ

なおうちの気持ちが伝わってきた。（4-6FK）

60 年以上も昔に出版された絵本であるが、そこに描

かれた急激な都市化による環境の変化、暮らしの変化

は、現在、危機的状況にまでさえなっている。この絵本

の前半に描かれたような一日の、一月の、そして四季

折々の穏やかな時間の流れは失われ、それこそ「もう、

朝日も夕日もお星様も見えなくなりました。春夏秋冬の

訪れも分からなくなりました。時が死んでしまったので

す」（渡辺 1997 76 ページ）と言える。松居（2003）

は、この絵本は「目に見えないはずの時間を見せる」こ

とができていて、「この絵本の陰の主役は『時間』なの

です」と述べている（86 ページ）。このような時間の流

れ、時代の変化を身近なところに引き寄せて感じた学生

達もいる。


私はとても田舎の町で育ったのですが、山を切りくず

して、第 2 東名を作るとき、ちいさなおうちの様にと

てもかなしい気持ちになりました。（3-6YoK）


僕自身の経験でおばあちゃんの古い家を取り壊して道

路をつくられたことがありました。世の中便利になる

ことも大切ですが、なくしてはいけないものもあると

思いました。（4-5KR）


「ちいさいおうち」は聞いていて、自分も「まち」の

忙しそうに歩いている人の一人なんだなぁ・・・って

考えちゃいました。気づいたら、太陽が昇ったり沈ん

だり、月の形が変わったり、季節によっていろいろな

お花が咲いたり・・・、そういうことに目を向けなく

なっていました。まっすぐ前を向いて歩くだけじゃな

くて、上とか下とか、「まち」の中でもいろんなもの

を見ようと思いました。（3-6SC）


今日の絵本「ちいさいおうち」は、途中から寂しくな

りました。おうちだけが、どんどん残されていって、

寂しくて泣いているようでした。だんだんと都市に変

化していくことは便利になって良いことですが、四季

を感じたり、星を眺めたりすることを忘れている気が

しました。今日は、いつもはなんとなく通っている道

を少しゆっくり通ってみようと思いました。（2-7

KA）


やっぱり人は便利さの代償になにか大切なものをなく

してしまっているんじゃないかなと思いました。東京

に住むようになってから、夜空を見上げることや四季

を肌で感じることを少し忘れている自分に気づかされ
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た本でした。（2-7MM）

現在は東京に住んでいるが、あらためて自分の地元の

良さを想い、「帰りたい」「一番好きだ」と書く人もい

た。さらに学生達は考えていく。


「ちいさいおうち」を読んで、幸せというものは他の

場所にあるものではなく、今自分がいる所にあるのだ

と思った。けれどそれはふだんは気がつかないものな

のだということを教えてもらいました。（2-6KI）


「ちいさいおうち」は、静かな場所ではにぎやかな都

会がうらやましかったけど、実際に都会に住むと、ど

んどん都市化されていく町に、自然や動物、光に会え

ない淋しさを感じるという“自分の力では動くことの

できない物からの視点”でのお話でした。すでに都市

化された町の暮らしに慣れてしまった私も、このおう

ちのように、自然と触れ合える暮らしはとても大切な

ことなんだなと改めて気付きました。最後、家ごと

引っ越しすることができたのは、さすが絵本の世界、

子どもが安心できるハッピーエンドだと思いました。

（3-5KA）


「ちいさいおうち」の本は、どこか今のこの社会を象

徴しているように思えました。めまぐるしく変化する

社会。便利だけれどなにか大切なものを失いかけてい

る気がします。大きな建物、忙しい時間の中で働く

人、多くの車・・・、こんな社会の中で育つ子どもた

ちに、何かをうったえている本だと思いました。昔か

ら変わらず、守っていかなければならないものがあ

る。周りに流されない強さ、こんなことが「ちいさい

おうち」の本から伝わってきた気がします。周りは変

わるけど、変わるだけではいけないということが分か

りました。（3-5KYu）

しかし、内容に納得できないと述べる人もいた。


「ちいさいおうち」では、現在社会を否定しすぎだと

思う。たしかに自然を残すことは大切だが、いつまで

も昔の生活にあこがれすぎるのもどうかと思う。結

局、いなかに逃げ同じことがくり返されるだけだと

思った。（2-6DT）

このメモはずっと私の心の隅にひっかかっていた。同

じことがくり返されるだけ・・・、そうだろうか、と。

ある時、本について発言を重ねている詩人の長田弘と心

理臨床家の河合隼雄の対談（1998）を読んでいて次のよ

うな長田の発言に出会った。「絵本は、物語にゴールが

あってそこに到達するというんじゃなくて、ぐるっとま

わって最初にもどる。けれども、最初と状況は違わな

くっても、もうすでに自分は違った自分になっている。

自分が変わるというのが絵本の力で、モーリス・セン

ダックの『かいじゅうたちのいるところ』にしても、

バージニア・バートンの『ちいさいおうち』にしてもそ

うですね。さんざんなあげくに、最初に戻る。けれど

も、自分は違った自分になっている」（138ページ）。そ

うだったのか！この絵本は、動くことのできない「おう

ち」が主人公だから、最後は人の手によって田舎に運ば

れるのだが、「おうち」は建てられた時にいたのと同じ

清々しく豊かな自然の静けさの中に戻るのだった。戻っ

た「おうち」は、長田のいうように、以前の「おうち」

ではない。街に憧れていた「おうち」は、もう、ヒナギ

クの咲く丘や月夜にダンスするリンゴの木がいかに大切

なものであるか、いかに崩れやすいものであるかを知っ

ているのだから。メモにあるように同じことがくり返さ

れるのではないということが、今なら聴き手に伝えられ

る気がする。

他方、内容とは別の観点からも絵本、読み聞かせにつ

いても語られていた。


（以前読んだことがあるので、今日は）二回目だった

のですが、話を聞いていると、一回目では気付かな

かったことや、感じることができなかったものを感じ

ることができて、とてもよかったです。子どもたちは

何度も同じ本を読んでとお願いしてくるけれども、内

容が好きだからという理由以外に、何度も読むことで

味わえる感情を受けとめているのかもしれません。

（3-6SN）


先週は床に座って絵本を見て、今日はイスに座って絵

本を見ました。子どもの目線になって考えてみると、

床に座ってみんなで集まってみる方が楽しいな‼とふ

と思いました。（3-5KYo）

この様に、一つの絵本について、それぞれの意見を交

換し、一言メモを読み合っていくと、読みが広がり、深

まっていく。その面白さについて書く人も出てきた。


私はいつもみんなの一言メモの内容に感心してみてい

ます。全く想像していなかった感想や思ったことが書

けていてとてもうらやましいと感じているし、色々な

人の意見が見れるので楽しみにもなっています。

（3-5FY）

最後に、原書との比較に触れておきたい。原書は

23.5× 25.5cmと少し横長であるが、「岩波の子どもの

本」に収められた日本版は A5版の縦長である。そのた

め、前半、左ページでは白い背景部分を狭くして文字と

美しいカットを入れているが、右ページは横に合わせて

杉本：大学生と「絵本」を読む（その 1）

− 62 −



絵を縮小しているので上下に白い余白ができ、ページ全

体の中で絵が小さく感じられる。さらに、後半で絵が両

ページにわたると、左右両ページを縮小して入れるた

め、原書にあるそびえ立つような都会のビル群の迫力が

十分感じられず残念である。1954年当時、日本版を出

版する際の苦しかった事情が推測される（注 11）。なお

後に、原書とほぼ同じサイズの大型絵本が発行（1965）

されている。

注 11：鳥越（1999）には、岩波の編集者として「ちいさい

おうち」の刊行にまつわる興味深いエピソードが語ら

れている（10-11 ページ）。

第 4回 5月 11 日 「もりのなか」マリー・ホール・エッ

ツ文・絵 まさきるりこ訳 福音館書店 1963（IN

THE FOREST 1944）


今日読んだ「もりのなか」は、今まで読んできたもの

と違って、何が言いたいんだろ？と頭を悩ませるもの

だった。・・・何がなんだか解らない。（2-6UH）


・・・おもしろかった。・・・身近に感じた。でも

やっぱりよくわからなかった、私が子供じゃないから

なのだろうか？（2-7MM）


・・・私自身は何について何を伝えようとしているの

か考えながら聞いていたつもりですが、最後まではっ

きりしませんでした。（2-6KY）

�・・・この年齢になると絵本から何かを感じとるのは

難しくなっています。毎回この絵本は何を伝えている

のか考えても思い浮かびません。（2-7OY）

第 4回で取り上げた「もりのなか」は、「分からない」

と頭を抱える学生が多かった。確かに、頭で「分かろ

う」とすると、理解不能に陥るのだろう。これは現実の

世界ではなく、瀬田のいうところの“there”（1980）、

「あちらの世界」（絵本の世界、想像の世界、夢の世界、

子どもだけの世界、非日常の世界）でのお話なのだか

ら。

松居直はいくつもの著書の中でこの絵本の魅力につい

て語っている（1995、2003 など）。また、渡辺茂男も

ニューヨーク公立図書館の児童図書館員であった頃、

エッツ自身からこの原書を贈られたエピソードととも

に、自分の子ども達に読み聞かせ、子ども達と共に雑木

林の散歩を楽しんだことを記している（1997）。彼らは

幼い頃、「森の世界」を堪能した経験を持っているので

ある。こうした経験を持つ者にとって「もりのなか」

は、自らの経験と重なり、子ども時代の想像の世界を実

感を伴って思い起こさせてくれるのであろう。大人達は

身近な自然の中で遊んだ経験を持っているのだが、今の

大学生の多くはその経験がなく、「もりのなか」への切

符を持たなくなっているのかもしれない。

「ぼくは、かみの ぼうしを かぶり、あたらしい

らっぱを もって、」（第 1 場面）、「もりへ、さんぽに

でかけました。」（第 2 場面）。第 1 場面では、紙の帽子

をかぶった幼い男の子がラッパ（horn）を吹いてこち

ら向きに立っている。男の子の背景には深い森が広がっ

ている。第 2 場面では、男の子を後からとらえ、森へ

入っていく後姿が、木々の幹の太さと対照的である。第

3 場面、大きなライオンが画面真ん中で昼寝をしてい

る。歯の欠けたくしと王冠がそばに置いてあり、男の子

はラッパを吹きながら左奥から近づいてきている。第 4

場面で目を覚ましたライオンは身体を伏せたまま、「『ど

こへ いくんだい？』と、らいおんが ききました。

『ちゃんと かみを とかしたら、ぼくも ついていっ

て いいかい？』」と男の子に声をかける。第 5 場面で

ライオンは 2本足で立ち上がり、髪をとかしている。第

6 場面で男の子はラッパを吹き、こちらに向きに歩き始

める。ライオンは王冠をかぶり、くしを持ってついて来

る。「ぼくの さんぽに ついてきました。」こうして男

の子の森の散歩の行列（a parade）が始まる。次に 2匹

のぞうの子どもが加わり（第 7-10 場面 63 ページの

図）、さらに、2匹の大きなくま（第 11-14場面）、カン

ガルーの夫婦と赤ん坊（第 15-18場面）、年取ったこう

のとり（第 19・20 場面）、2 匹の騒々しいサルも（第

21-23 場面）次々と加わって、見開きの第 24場面では

長い行列ができている。余白を広く取り、黒いコンテで

深い森が描かれ、思い思いのスタイルで動物たちが男の

子に続く。この後、うさぎが黙ったままぼくのすぐそば

についてきて（第 25・26 場面）、再び見開きの第 27場
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面で長い行列は完成する。みんなは誰かがピクニックし

たあとでおやつを食べ（第 28 場面）、ハンカチ落とし

（第 29 場面）、ロンドン橋落ちた（第 30 場面）で遊び、

かくれんぼを始める。ぼくが鬼で、動物たちは森のあち

こちに隠れる（第 31 場面）。「『もういいかい！』」と、

目を開けると、「どうぶつは、一ぴきも いなくなって

いて、そのかわりに、ぼくのおとうさんが いました。

おとうさんは、ぼくを さがしていたのです。」（第 32

場面）、森の遠くに近づいてくるお父さんの姿が見える。

第 33 場面、男の子を見下ろすお父さんとお父さんを

見上げるぼくとの会話がすばらしい。「『いったい だれ

と はなしてたんだい？』と、おとうさんが ききまし

た。『どうぶつたちとだよ。みんな、かくれてるの』『だ

けど、もう おそいよ。うちへ かえらなくちゃ』と、

おとうさんが いいました。『きっと、またこんどまで

まっててくれるよ』（Perhaps they will wait till another

day.）」第 34 場面、「それで ぼくは、おとうさんの

かたぐるまに のって、かえりながら いいました。

『さようならぁ。みんな まっててね。また こんど、」

肩車の二人が遠ざかっていく。第 35 場面、誰もいなく

なった森に「『さんぽんに きたとき、さがすから

ね！』」と男の子の声が残る。（“Don't go away! I'll hunt

for you another day）（When I come for a walk in the

forest”.）

この「きっとまた今度まで待っててくれるよ」という

お父さんの言葉は、子どもの世界をそのまま受け止めつ

つ、息子を現実の世界に連れ戻す名言であろう。世の中

の父親がみんなこんな繊細な感覚を持つ父親だったら、

子ども達は何と幸せなことだろう。

When I went for a walk in the forest.は、行列に仲間

が増えるたびに繰り返されるフレーズである。原題は

IN THE FOREST、そして次週読むことになるエッツの

次作は ANOTHER DAY「またもりへ」である。

絵は黒のコンテだけで描かれている。森といっても、

小さな男の子の視点は低く、太い木々の幹と根元、下草

が広がっているだけで高い木々の梢は描かれていない。

それだからこそ、森のしっとりとした空気の広がりが感

じられ、動物たちの気配やぞうの子の水浴びの音が聞こ

えてきそうである。それぞれの動物たちの豊かな表情や

動きから、彼らの声が聞こえてきそうである。ゆっくり

と眺めていると、森の中へ吸い込まれていきそうであ

る。B5 変版。

4回目の授業である今回は 58人出席し、55 人が一言

メモで絵本について触れていた。1・2回目と比べると、

それぞれの記述は詳しく長くなり、絵本に真剣に取り組

んでいる様子が伝わってくる。内容を見ると、動物が

次々登場することや行列が長くなっていくのが楽しいと

いう記述は 17人、白黒の絵であったことに触れている

のは 12 人、動物たちの様子が子ども達が日常経験して

いることと似ていて身近に感じたという人が 4人、ウサ

ギが他の動物たちと違っていて気になったと述べている

のは 13 人、最後のお父さんの登場やそのことばに触れ

た記述が 10 人、動物たちが消えてしまって淋しかった

という人が 5人いた。

�動物たちが散歩についてくるというシンプルな繰り返

しの絵本だったけれど、初めは「ぼく」一人だった絵

の中が次第ににぎやかになっていく様子はとても楽し

い印象を受けた。（4-6NK）


子どもが動物たちとお話ししたり、一緒にさんぽした

りしてとっても楽しそうでした。動物たちがだんだん

集まってきて、「みんなで何をするのだろう」と思っ

て早く次が知りたくてワクワクしました。最後には、

今までのことが夢だったみたいにみんながいなくなっ

てしまって、ビックリしました。何だか、大人には見

えない子どもだけの時のヒミツみたいで良かったで

す。（2-7KA）

�もりのなかは不思議な本だなぁと思った。白黒なのに

違和感が全然なかったし、ページをめくってたくさん

の動物がでてくるたびに「今度は何の動物かな？最後

はどうなるんだろう？」とわくわくしました。

（3-6FC）


色がなく白黒だけで書かれていたのは一人ひとりに想

像をしてもらえるような工夫ではないかと思いまし

た。（3-5KYo）


絵本は、その名の通り、絵も楽しめるものでなくては

だめだと思う。今日の絵本は、時代もあってかどう

か、絵はカラーではなく白黒であった。しかし、すご

く鮮明に描かれており、黒と白の 2色ではないような

面白さがあった。（2-6YS）


この本は、まず、絵が白黒だった、一見色がないとつ

まらないようにみえるが、色がないということは、自

分で好きな色を想像できるということで、子どもの想

像力を豊かにすると思った。さらに、この本は、単純

に考えると、森の動物たちと仲良くおさんぽして遊ぶ

という簡単なものだが、深く考え出すと止まらない。

お父さんの「だれと話していたの？」というセリフか

ら、動物は少年にしか見えていなかったのではないか

と思ったり。最後も、つづきが気になるかんじで終

わっていたり、子どもも大人も楽しめる本だと感じ

た。（2-6MY）


・・・動物たちがしていることが小さな子どもにとっ
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て、すごく身近な行動であるのではないかと思いまし

た。子どもの頃は、身だしなみのことや、くつをは

く、服を着るなど、生活習慣についてよく親からしつ

けられたりするし、自分が普段していることを、動物

たちもしているから、共感しているのだと思います。

ハンカチ落としやロンドン橋も同じ効果を生んでいる

と思いました。（3-6YoK）


ウサギが何も話さなかったのはなぜなんだろう。心に

モヤモヤ感が残っている。（2-6SH）


ウサギは何もしゃべらないとあったけれども、本当は

何かを伝えたかったのではないかと思い、正直、授業

中にずっと考えていましたが答えは見つかりませんで

した。白黒の世界なのに非常に多くのものが隠されと

ても奥深いなと思いました。（3-6SN）


たくさんの動物と声や楽器を使って音楽を奏でている

場面で、うさぎだけが何もせずにいたのが、とても印

象に残っている・・・ぼくは、あの動物にたとえるな

ら、うさぎだと思った。何も特徴がないあたりが・・・。

（4-6FK）


・・・かくれんぼそして、お父さんが現れ、動物がい

なくなったとき・・・少しさみしかったけど、子ども

だけの世界がそこにはあったんだな、大人の世界には

ない夢のようなものをとてもこの本から感じました。

（3-5KYu）


みんなでかくれんぼをしておにのぼくが動物たちをさ

がしだすことなく、お父さんと帰っていった時、「ま

たね」という言葉が、自然と約束をかわしあった感じ

がしてよかった。散歩によってみんなは友だちという

関係を築いたんだと思う。（2-7NN）


・・・散歩する動物たちが増えていくにつれて「この

お話の結末はどうなるんだろう」とワクワクしたが、

あの結末には驚いた。しかし、決してただ男の子の幻

で終わるのではなく、お父さんが子どもの目線で「次

まで待ってくれる」と言っていたおかげで、温かいお

話として終わったのではないかと思う。私もあのお父

さんのように言える大人になりたいと思った。

（3-5NM）


最後のお父さんが来てみんないなくなったときすっご

くさみしかった。そのさみしさは、ぼくがお父さんに

肩車されて楽しそうに帰って行っても私には残っ

た。・・・（3-6HM）

もちろん、子ども達同様、すっと絵本の世界に入って

いけた人達もいる。


僕は本当に主人公と森をさんぽしているような気持ち

になりました。（2-6UY）


ぼくのラッパを先頭に音楽隊のように楽しく散歩する

姿が想像できました。（今にも音楽が聞こえてきそう

な・・・）そして、かくれんぼという形で現実の世界

へ・・・。男の子がきっとやってみたいこと、頭の中

で考えていたことが、もりのなかではきっと実現でき

たのだな・・・と思いました。（3-5TY）

絵本からメッセージを読み取ろうとした人達もいた。


「もりのなか」は、はっきりと何が言いたいというの

はよく分からなかったけど、森の動物たちは友達とい

う感じがしました。髪型を気にしているライオンみた

いなオシャレさん。くまのようにくいしんぼうな子。

さるみたいな元気なお調子者。おとなしくて、臆病

で、無口だけどいつも自分にくっついてくるうさぎみ

たいな子。人はいろんな人がいるんだなぁって、考え

ながら見ていました。（3-6SC）


ライオンやくまは怖い動物なのに、絵本の中では小さ

なウサギも陽気なサルもみんな仲良しだった。そして
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各々が「髪をとかす」「セーターを着る」など、個性

を持ち合わせていて、いろんな友達がいるんだって改

めて思った。子ども達の自主性、私もそれを大事にで

きる先生になりたい。（2-6YS）


今日の絵本は、とってもいろいろなことを言っていた

気がする。例えば、みんなと仲良くすること。最後に

は、“友達になったら、別れてもずっと友達”という

意味が込められているような気がした。（2-7ON）


「もりのなか」・・初版が 1944 年ということに驚い

た。世界大戦の時代に、どんな思いでエッツ氏はこの

絵本を描いたのかな？もりの中の動物たちはみんな

とっても仲良しに思えた。世界もこんな風にみんなが

仲良くなってほしいという願いもあったんじゃないか

な？（3-5AY）


今日の絵本“もりのなか”はとても子どもの特徴ある

感覚でかかれている絵本だと思いました。子ども達の

好きな「さんぽ」の中に大きいライオンやぞう、くま

やカンガルーたちが、まるで人間の子どものように遊

んだり、話したり、ついてきたりしていました。私が

この絵本の中で一番印象に残ったのは、うさぎだけは

しゃべらず、隠れず、“本物”だったことです。・・・

うさぎは子ども達にとって身近できっと絵本の中に出

てきた動物の中でゆいいつ接したことのあるであろう

存在だからだと思います。夢もあって現実もあるお話

だからこそ、子ども達は好きなのかもしれないし、マ

リー・ホール・エッツはすごいと思いました。お父さ

ん（大人）が現れたとき、ライオンたちは消えてしま

い、うさぎは逃げてしまったけど、きっと夢を見てい

たのではなく、男の子（子ども）だから、動物たちが

見ることができたのだと思うし、お父さんのやさしい

言葉のおかげで、絵本の男の子はまた動物に会える気

がしました。（3-5SA）

幼いときにこの絵本に触れた人も 3人いた。


「もりのなか」を見た瞬間思わずさけんでしまいまし

た。正直内容ははっきりと覚えていなかったけど、表

紙が私の記憶に強く残っていました。絵本だけあって

“絵”が記憶に残ることって意外と多いのだと思いま

した。（3-5TK）


「もりのなか」は、子どもの頃に読んだ記憶があっ

た。動物がたくさん出てくるので好きだった。（3-5TC）


「もりのなか」は、小さいころ読んだ思い出がありま

す。もう 60 年も昔の絵本と聞いて驚きました。絵本

が長年みんなに親しまれる理由は、ただいい話だから

という訳ではないと思いました。子どもが小さいころ

母、または父から読んでもらい、その子が大きくなり

親となった時、昔読んでもらってうれしかった思い出

があるから、またその本が引き継がれていく、そんな

気がしました。（2-7TY）

この絵本を子ども達に読み聞かせた経験がある学生も

いた。その経験は惨憺たるものだったらしい。


僕は去年の幼児教育 Aの課題で保育所に行ったとき、

「もりのなか」を読み聞かせしました。子ども達は、

「次はゾウが出てくるよ！」「次はサルだよ！」とは

しゃぎ、次から次へとページがめくられ、まともには

読めませんでした。動物の鳴きまねもしたりして、正

直ストーリーは関係なさそうでしたが、「面白く読み

聞かせよう」と思っていたのに、逆に楽しませても

らった気がしました。本当に子どもと直に接して得る

ものは多いと思います。（2-6YD）

これに対して、プリントに私は次のようなコメントを

入れた。

コメント：様子が目に浮かぶようです。この絵本は、

大勢で元気に読むと、こうなるでしょうね！「知って

いる」や「分かる」という「層」では味わえないよう

に思います。想像の世界、感覚の世界を活性化させな

いと・・・。

もちろん、読み手が絵本を読み込まず、絵本の世界を

理解しないままで子どもに読み聞かせることには無理が

ある。しかし、そればかりではなく、聴き手である子ど

も達が変化している面も重大であろう。現在の子ども達

が、絵本でも歌でもゆったりした物語性を味わえなく

なっているという指摘が、数年前の保育学会のシンポジ

ウムでなされていたことを思い出す。テレビや CD、

ゲームから流れ出るテンポの速い曲が、急かすように子

ども達の耳に入り込んでいる。刺激的な映像が目に飛び

込んでいる。全体的傾向として、子ども達は受動的に音

や映像を受け取ることが多くなり、主体的に絵本を楽し

む力が弱まっているのではなかろうか。「もりのなか」

のゆったりとした時間の流れを味わえなくなっている子

ども達もいるのかもしれない。

読み聞かせも回を重ね、互いの一言メモを読み合うた

め、次のような感想も生まれてきた。


毎週絵本を聞いていて、絵本の文だけでなく文と同じ

くらい絵もしっかり見て味わうことができるように

なったと思う。（3-5TH）


先週の一言メモを読み、他の人の意見を知るととも

に、自分の感じ方や表現の仕方の非力さを感じた。

（4-6FK）


今日の絵本はどう理解していいのかわからなかった。
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とりあえずわかったことは、このぼくは動物たちを集

めることのできる人気者ということ。たいこやはちみ

つ、ピーナツなどを持ち、広場でみんなで仲良く食

べ、遊ぶ・・・。かくれんぼで、ライオンやぞうたち

は木の幹にかくれたのに対し、うさぎはかくれもせ

ず、また音にあわせて何をするでもなかった。うさぎ

はなぜ他の動物たちとは違う行動をしてたのだろ

う・・・わからない。・・・みんなはどうとったのか

気になる。（3-5MA）

最後のメモからは、みんなと感想を交換し合いたいと

いう気持ちが読み取れる。

第 5 回 5 月 18 日 「またもりへ」 マリー・ホール・

エッツ文・絵 まさきるりこ訳 福音館書店 1969

（ANOTHER DAY 1953）

前作「もりのなか」から 9年後エッツが表した「また

もりへ」を取り上げた。

表紙は茶色の地に丸く大きな穴が空いたように森の中

の画面があり、「ぼく」と切り株に腰を下ろした大きな

ゾウが手と鼻をつないでいる（資料参照）。まるでこち

らの世界から、深く広がる森の世界をのぞいていている

ように感じられる。見返し（次ページの図）は「もりの

なか」ほどには太くない木々が立ち並ぶ森の中、ぼくは

左端から森を眺めている。その後ろ姿から、「ぼく」に

は動物たちが見えているのが分かる。見開きいっぱいに

動物たちが輪郭だけで描かれ、実在しているのではない

ことが暗示されているようだ。ここで画面右下、ねずみ

だけはそこにいるように描かれている。

第 1 場面、「わいわい がやがや いう こえが き

こえてきました。あまり さわがしいので、ぼくは、ど

うしたのだろうと おもって、もりへ みにいきまし

た。」こうしてこの物語は始まる。森の中の小さな広場

に動物たちが集まっていて、みんな立ち上がって「ぼ

く」を迎える（第 2 場面）。これから動物たちの腕くら

べが始まるという。みんな丸くなって腰を下ろし、年

取ったゾウは切り株に腰掛け、「ぼく」はラッパを吹い

てよびだし係をすることになる（第 3 場面）。それぞれ

の動物が前に進み出て、得意な技を披露していく。

第 4 場面、「きりんは でてきて、くびを ながく

ながく のばしました。すると、あたまは このはに

かくれて、みえなくなって しまいました。」他の動物

たちは皆キリンを見上げて、感心しながら首を伸ばして

いる。「『よろしい、なかなか よろしい』と、としとっ

たぞうは いいました。そこで、きりんは すわり、つ

ぎに ぼくは、らいおんを よびました。」

第 5 場面、ライオンが出てきて精一杯口をあけて吠え

ている。その声のあまりの大きさに地面から石が飛び出

し、木の葉が落ち、「ぼく」もサルも耳をふさぐほど。

これにも年取ったゾウは「よろしい、なかなかよろし

い」とほめている。サルたちは宙を飛んで、枝からしっ

ぽでぶら下がり（第 6 場面）、クマたちはちんちんをし

て、「ぼく」が投げた飴とピーナッツを口で受け止め

（第 7場面）、カバは大きな口をあけ、大きなスイカとパ

ンが 1 本入ってしまう（第 8場面）。見ている動物たち

も思わず大きな口をあけている（68ページの図）。ねず

みとへびが草の間を駆け抜ける場面（第 10 場面）では、

皆が地面をじっとのぞき込み、2匹を見つけようと懸命

だが、年取ったゾウとライオンはしかめっ面で困った様

子。こうして次々と得意技が披露されるが、それを眺め

る動物たちの表情が実に生き生きしていて、それぞれの

得意技に感心しきっている様子が見てとれる。年取った

ゾウが言う「よろしい、なかなかよろしい」という言葉

にも納得できるのである。

第 13 場面で「ぼく」が笑ってしまうが、「すると、ぼ

くのわらうのを みた どうぶつたちは、みんな たち

あがって、めを まるくして ぼくを みました。『こ

れは いい！』と、としとったぞうが いいました。」

（第 13 場面）こうして、腕くらべでは「ぼく」の「笑う

こと」が一番になり、動物たちが花輪を編んで「ぼく」

の頭にかぶせてくれる。年取ったゾウの背に乗った「ぼ

く」を先頭に動物たちは森の中を遅くまで行進して遊ぶ

（第 15 場面）。

どこからかお父さんの呼ぶ声がすると、「さようなら」

と、年取ったゾウが言い、背からおろしてくれる。それ

がくすぐったくて「ぼく」は転げ回って笑うが、起き上

がってみると動物はいなくなっている（第 16 場面）。第

17場面は「ぼく」とお父さんが向かい合って話してい

る。「『なにが そんなに うれしいんだい？』おとうさ

んが、ぼくを みつけて いいました。」「ぼく」はお父

さんに森の動物たちは笑えないことを教えてあげる。第

18最終場面は、「ぼく」とお父さんの手をつないだ後ろ

姿で、「『おとうさんだって、ほかに なにも できなく

ても いいから、おまえのように わらってみたいよ』

と、おとうさんは いいました。それから おとうさん

と ぼくは、てを つないで、うちへ かえりました。」

と終わる。他の動物がいなくなってしまった第 16 場面

からずっと、画面右下隅にはねずみとへびが「ぼく」を

眺めている。動物たちから贈られた花環をお父さんが手

に持ってくれている。

前回「もりのなか」に余韻を感じ、続きを予感した学
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生もいたが、多くの学生は続編があるのに驚いた。


「もりのなか」から「またもりへ」と続きがあるのに

驚いた。「またもりへ」は、男の子がさんぽするので

はなく、動物たちの声に導かれ、そしてそこで「もり

のなか」で「また来るから待っててね」と言っていた

通り、動物たちが待っててくれたのが私も子どもにも

どったみたいにうれしかったです。（3-6FC）

�「またもりへ」を見た時、笑えました。続きがあった

ことに正直びっくりしました。話の続きは森の中から

で、“ぼく”はすでに絵本の世界にいた所でした。動

物たちの発表は、どれも特徴があって、みんないい。

比べようがないのでは・・・と思いながら見ていまし

た。けれど、一番いいのは“ぼく”でした。ぼくの

「笑い」でした。笑うということはとても大切なこと

だと思います。お父さんの応え方は、子どもにとって

伸び伸びできる環境をつくってくれていると思いま

す。自分が先生になった時の参考にしたいです。

（3-5TY）


「またもりへ」は、その絵本が登場した瞬間、僕たち

がとてもおもしろくてうれしかったように、子ども達

もきっと喜ぶんだろうと思った。絵本は白黒みたいな

絵だったけど、その色やページ全体に絵がかかれてい

ないところとかを見ていると、絵本の世界に引き込ま

れるように感じた。絵本の内容と同じように、キリン

の頭が絵の中で見えていなかったりするのは、絵をか

いた人も絵本の世界に入り込んでいるんだろうなと

思った。子ども達に読んであげたりする時は、自分も

絵本の世界に入って子ども達と接していきたいと思っ

た。（3-5TH）

次に見返しを見て、そこに身体の透き通った動物たち

を見つけ、様々な納得を得た。


今回の「またもりへ」を読んで、様々な部分でナゾが

解けた気がした。まず、やはり、動物たちはぼくにし

か見えてなかったんだ、ということだ。中表紙の透け

た動物たちの絵を見てそう思った。「ぼく」はぼうし

をかぶってラッパを持つと、動物たちの世界へ行け、

お父さん声で現実へ帰ってくる。まるでジブリ映画の

ような壮大な話に思えて、読んでいてとてもわくわく

した。また、動物たちが何かする度、年取ったぞう

が、「なかなかいい」と決まり文句を言っていた。子

供と本を読む時、同じフレーズがくり返されると、だ

んだん子供も「なかなかいい」と一緒になって読みだ

したりする。読んであげる方も読まれる方も一緒に楽

しめる本だと思った。（2-6MY）


初めのページに、動物たちがたくさんかくれている絵

があって見ただけでワクワクしました。初めのうち

は、動物たちが得意なことをやって男の子に見せてい

ました。それを見て、みんな個性があって良いなと思

いました。それに、子どもに人はたくさんの個性が

あってお互いに認め合うことが大切ということが伝え

られるのでは・・・と思いました。（2-7KA）


動物たちが自分のいいところを発表していくところ

で、それぞれ当たり前のようなことをしていたけれ

ど、よく考えると他の動物にはできない、すばらしい

ことだと思った。それは人間の“ぼく”にも言えるこ

とであって、“ぼく”の笑顔のように、だれにでもす

ばらしいところがあるんだと思った。中開きの森の中

にいろいろな動物がかくれているのを見て、みんな近

くにいるんだなと思った。その気になればだれにでも

森の動物たちに会えるんだと思う。（2-7MM）
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前作「もりのなか」は、「ぼく」が散歩をして森の中

を移動していくので画面に動きがある。今回の「またも

りへ」は、小さな池のある森の広場にみんなが丸く腰を

下ろしているので、決まった視点からの絵が続く。しか

し、特技を披露する動物たちもそれを見物する動物たち

も表情豊かに身体を動かしている。今にもそのざわめき

が聞こえてきそうである。

�「またもりへ」は前の「もりのなか」とは少し違う印

象を受けた。「もりのなか」は主人公と一緒に散歩を

している気持ちだ。だけど「またもりへ」は自分が隠

れて動物たちの腕試しを見ている気持ちになりまし

た。ぼくが一番印象に残っているのは、年取ったゾウ

の「よろしい」って言葉で、なぜか残っていました。

（2-6UY）

�“またもりへ”という絵本は、この前の“もりのな

か”と同様に、やはり、子供の頃にしか見ることので

きない“特別な世界”として、もりの中での出来事が

展開されていました。動物たちがみんなで円になっ

て、座っている絵が、とても可愛らしく、それぞれの

動物たちが発表した後の、リアクションも、良くかか

れていて、おもしろいと思いました。みんなの発表

を、みんなで見て、楽しんでいる様子が伝わってきま

した。（2-7TC）


「またもりへ」は一人一人が得意技を発表している時

の男の子や動物たちの表情が面白かった。物語を聞い

ている時の子ども達も同じ顔をしているのだろうな、

と思った。ビックリしたり、カバのおっきい口をマネ

したり・・・。笑うってことがすごく幸せで、それだ

けで、まわりの人も楽しい気分にさせるなぁと思っ

た。（3-6SC）

動物たちの腕くらべは、それぞれの動物らしい特技が

出てくるし、年取ったゾウがそのどれをも「よろしい、

なかなかよろしい」と認めている。そこからこの本の

テーマを想像した人達がいた。


みんなその動物ならではの発表を年取ったゾウが「よ

ろしい、なかなかよろしい」と認めるというか評価し

ていておもしろかったし、他の見ている動物は、耳を

ふさいだり、目をこらして探したり、表情がとてもか

わいかったです。男の子は何を披露するのかというの

を考えながら聞いていて、私はてっきりラッパを吹く

のかと思っていたら、ゾウや他のみんなが驚いたのは

“笑えること”でした。それまで動物たちの表情が豊

かだと思っていたけど、“笑う”ということはしてい

なかったことに気づきました。今日の絵本はだれにで

も特技があることや、“笑う”ということがとてもス

テキなことを感じさせてくれるものでした。お父さん

が現れてた時、ヘビやネズミは消えませんでした。今

回もまたお父さんのやさしい言葉で終わり、何だかう

れしかったです。（3-5SA）

「またもりへ」は、動物たちの腕くらべが進むうち、

「ぼく」が笑い、学生達には「笑う」ことのすばらしさ

がテーマとして浮かび上がってくる。

�「またもりへ」を読んで、「あ !!!」っと思った。そ

うか、あははって笑えるのは人間だけが与えられた特

技なんだって。そして笑うということが何だかスゴイ

コトに思えた。お父さんは「笑いたい」と言っていた

が、無邪気に笑えないのはどうしてだろう。動物たち

が特技を見せた後、年取ったぞうは「よろしい。なか

なかよろしい」とみんなに同じように言っていた。自

分の持つ特技は、人と比べるものではないもので、自

分だけの宝なのだ。動物たちは、お父さんが呼びにく

るといつも消えてしまう。それは子供だけのヒミツみ

たいでステキだと思った。だから、表紙の裏の動物の

絵は、透き通っているのかな。（2-6YS）

�ぞうが、ぼくに、笑っているのが一番いいと言った

時、はっと気づかされました。当たり前のことだけ

ど、動物はほえたり、叫ぶ（声を発する）ことはでき

ても、そこに表情を出すことはできないし、もし人間

が表情を出して腹をかかえて笑うことができなかった

ら、それはとてもさみしいと思います。人間の笑いの

大切さ、笑顔でいられることの素敵さに気づきまし

た。（3-6YoK）


笑う笑顔の大切さを伝えている本だなぁとも感じられ

ました。普段の生活で気づかないことを教えてくれる

ような本はやっぱりいいなぁと思います。（3-5SS）


前作と違い、動物たちは服を着る（着飾る）ことな

く、本当の自分を出していた。キャラクター一人一人

が素晴らしい特技を持ち合わせ、様々な特徴を持ち合

わせていた。しかし最後には笑顔が一番となった。こ

こから私は、世の中にスゴイ人はいっぱいいて、落ち

込むことがあるかもしれない、しかし、君には笑顔が

あってまわりを幸せにできるのだよと、訴えているよ

うに感じた。（3-6SN）


今日の絵本はとても楽しかったです。動物たちの“で

きること”をみていき、ライオンの大きな声で石が池

から陸に上がり、また木の葉が降ってくる・・・いか

にその声が大きかったかを表していて想像しやすかっ

たです。小ゾウのマネをしようとして、さか立ちをし

ながら笑った“ぼく”に、大ゾウが「こりゃいい」と

いった時、とてもドキドキしました。何をほめるんだ
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ろうと、次のページをとても楽しみにしている自分が

いました。『笑顔』ってこんなに素晴らしいんだよ！

と教えてくれる絵本でした。お父さんの最後のセリフ

には「ぼくのように純粋に楽しい世界を想像して思い

切り笑える子ども時代に戻ってみたい」という気持ち

が表れていたと思います。あ〜♪楽しかった☆

（3-5MA）

このように、「もりのなか」を分からないと頭をひ

ねっていた人達も、「またもりへ」ではテーマがとらえ

やすかったのであろう。

�今日読んだ「またもりへ」は、先週読んだものよりわ

かりやすかった気がする。動物たちの個性がよく出て

いたし、「自分にしかできないこと」があるってとて

も素晴らしいことだと思う。男の子が笑うように動物

たちは感情を顔には出せないが、その動物独自のもの

が必ずある。そんな様なことを今回の本は伝えようと

しているのかな、と思った。そして、先週の他の人の

メモからのうけうりだけど、「絵が白黒な理由」は、

子どもの想像力をゆたかにするのだという話、納得で

きました。私も読みながら、ない色をイメージしてい

ました。（2-6UH）

�先週は意味があんまりよくわからなかったけど、今週

になってなんとなくだけれどわかってきた。自分も先

生が言っていたあのお父さんはとてもいいお父さんと

いうのに、同じふうに感じた。子供の話でも否定せず

ちゃんと話を聞いてあげるなんてとてもいいお父さん

だなと思いました。自分も子供ができたらそういうお

父さんになりたいです。（2-6TT）

他の人達が書いた一言メモを読んだことで気付いたこ

ともある。

�感想を読んだことで、前回よりはわかったような気が

した。（2-7OY）

�今日の絵本「またもりへ」は先週のみんなの一言メモ

を読んでからだったので、考えさせられることが多

かったです。（3-5KYo）

�先週の一言メモで絵本についてとても深くみんな考え

ていて驚いた。（3-5FY）

�前回の感想でこの時代戦争があったと書いていた人が

いた。それを読んで「あ、そうか」戦争中に書かれた

んだと気づかせてもらった。（4-6YT）

絵の細かいところまで眺め、読み聞かせをよく聴い

て、いろいろ気づいた人もいた。


字が小さくて見えなかったので今日は絵だけを見て話

は耳だけで聞きました。絵をゆっくり見ていて気づい

たことがあります。白黒なのにそのページの話の中心

になるところはなぜかくっきり浮かんで見えました。

ぐるーっと絵を見回すと、本当に細かく書かれてい

て、他の動物もかかれているのではと思いました。

（2-7OK）


最後のページに、いなくなったはずのヘビとネズミが

登場していたのが嬉しかった。夢だったのだろうかと

少し残念に思っていた時に 2匹がひそかに登場してい

るのを見つけて、あの動物達は実際にいたのだと思

い、うれしい気持ちになれました。（4-6OY）

�最後に年老いたゾウが「さようなら」と言った時が、

二度と会えないようで悲しく思った。（3-6AJ）


想像の世界かもしれないけど、世界のどこかにこんな

森が本当にあったらいいなと思いました。（2-7KY）


今日も絵本楽しかったです・・・「またもりへ」でし
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た。「もりのなか」の続編っていう感じで、すごく興

味津々でした。・・・みんな特技をやる中で新しくね

ずみとへび、オウムが出てきました。あのウサギはど

こへ行ってしまったんだろう・・・（泣）。皆誰でも特

技があるよ、姿・形はちがってもいいところがあるん

だよってことがすごく伝わってきた。動物達といる世

界から人間の世界に戻るときは、必ず「お父さん」の

存在があります。そして「ぼく」と「動物たち」の違

いで『わらうこと』が出来るか出来ないかがありま

す。世界の違いを表している表現の一部だと思いまし

た。ちょっと淋しい表現だけど・・・。人間の「喜怒

哀楽」って大切だなって改めて思いました。（3-5

KYu）

今回は出席者 54名で、授業が延びて一言メモの記入

時間を取れなかったため 5名が白紙のまま提出し、5名

が絵本以外の授業内容のみについて記述し、44名が絵

本に触れていた。内容を大まかに分けてみると、「もり

のなか」よりも分かりやすかったとか謎がとけたと述べ

たのは 9名、動物たちの特徴や個性が描かれていたこと

について 19名、笑うことの意味や笑顔のよさについて

21名、お父さんについて 11名、見返しの絵について 9

名、先週のウサギが出てこないこと 6名、絵が白黒であ

ること 4名、ヘビとネズミが最後のページでも残ってい

ること 4名、腕くらべを見ている動物たちの様子 3名、

年取ったゾウの「よろしい」という台詞について 5名が

それぞれ書いていた。

6.｢絵本の読み聞かせ」の授業から見えてく

ること

授業で私が絵本を読み始めると、教室はしーんとす

る。私語する人は誰もいない。回を重ねるたびに、学生

達は字を読まず、絵を集中して眺めるようになった。字

を読んでいたのでは絵は味わえない。絵本は絵を眺める

のが楽しいことが分かっていったのであろう。1ページ

1 ページを眺める時間は長くはないにもかかわらず、絵

の細かいところに気づき、メモに書く人が出てきた。

毎回授業の初めに一言メモのプリントを配布するが、

自分のメモが載っているだろうかと気になりつつも、み

んながどんなことを読み取ったのか真剣に読み始める。

読み聞かせの後の感想のやりとりと一言メモのプリント

で、他の人が何を感じたか、考えたか知るのが面白く

なっていったのだろう。自分には何も感じられなかった

ように思えたり、意味が分からなくてモヤモヤした時、

他の人にはどんな感じ方、考え方をしたのか知り、「そ

うか！」「なるほど・・・」という気づきがあった。

一言メモには、多様な意見、見方が示された。絵本は

様々な読み取りができるから、誰も他の人の意見を否定

することはない。自分と異質な読みが示されると、「へ

え、そんな風に感じるんだ」「そんな考えができるんだ」

と驚いたり、感心したりした。こうして徐々に絵本を深

く味わうようになっていった。一言メモの記述は丁寧に

なり、多い人はこの小さなメモ用紙に 400 文字以上書き

込んでいる。

私自身も、学生達同様、一人一人の意見を聞き、メモ

を読むのは大変楽しいものであった。自分と同じ感覚の

メモには、「そうそう、そうだよね！」とうれしくなる

し、他方、自分にはなかった視点が示されたメモに出会

うたび、刺激を受け、見方が広がっていった。考え込ま

されるメモにも出会った。一冊一冊の絵本がどんどん広

く深く見えてくるようであった。それは、絵本に対する

だけではなく、人に対する見方でもあるように感じる。

大学で絵本を教材として、ことばを大切にし、互いの

意見を聴き合う授業、互いに学び合う授業をしたいとい

う目標の幾分かは実現できたのではないかと考えてい

る。

ところで、この原稿を書きながら、2 年前の学生一人

一人の書いた一言メモを何回も読んだ。64人の学生の

中の何人かはその後私の担当する教育学演習、幼稚園教

育実習指導、卒業研究を履修した。そこではもっと少人

数で、一人一人の学生の考えや感性に触れることができ

た。そういった学生のメモも過去にさかのぼって読んで

いたわけであるが、メモには非常によくその人らしさが

表されていると感じた。○○さんは 2年前すでにこんな

ことを考えていたんだ、このような繊細な感性があるか

ら、卒業研究のテーマはあれになったのか・・・、など

と。

2・3例をあげてみよう。3-6SCさんは卒業研究で、

企業内保育所で何ヶ月にもわたって 1・2歳児と保育者

のやりとりを観察し、子ども同士の関係がふっと変わる

保育者の働きかけを丁寧に描き出した。彼女のメモは、

大変みずみずしい感性が感じられ、保育者と幼児の細か

なやりとりをとらえることができたのもうなずける。

3-5KAさんの卒業研究は、幼稚園の運動会と発表会が

どのように作られていくかそのプロセスをテーマに、子

ども達と先生がその行事に向かって凝集していく様子を

とらえた。彼女の一言メモのあちこちに、子どもだった

らどうかという記述が見られる。彼女にとってはすでに

保育者の視点で絵本を見ることが自然だったのだろう。

3-5SAさんは、養護学校における絵本を教材にした活
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動を卒業研究のテーマにした。彼女は毎回授業後残って

一人でメモを書き続けた。じっくり時間をかけて丁寧に

自分の感じたこと、考えたことを文章にしていく。それ

は、障碍を持った子ども達をその子のペースにあわせて

見ていくことにつながっているのではないか。

このようにして眺め始めると、一人一人の学生を時系

列的にとらえていく試みも興味深いと感じることができ

た。

今回は 1セメスターの前半 5 回分のみの報告である

が、次回は、その後の絵本の読み聞かせがどのように進

んでいったかについて書いてみたいと思っている。
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