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ていねいにありのままに子どもたちの学びの足あとを掘り起こしてくだ
さった黒瀬先生、そして子どもたちに深く感謝します。

①私自身が「あるひあるとき」をどう読むか

②黒瀬実践における子どもたちの読みをどう読むか

③黒瀬先生ご自身による授業の省察をどう読むか

の３つを関連づけるのは、正直とてもむずかしい作業でした。そこで、

③を参照しつつ、①と②を中心にご報告し、そこから「あるひあると

き」の授業への展望を導き出したいと思います。

本日は、１．私自身が「あるひあるとき」をどう読むか

２．黒瀬実践における子どもたちの読みをどう受けとめるか

ー黒瀬実践の意義

３．さらなる可能性を求めてー「あるひあるとき」の授業づくり

という順序でお話します。どうかよろしくお願いします。



私自身の現時点での精一杯の読み（更新中）については、『国語教
育史研究』第23号（2023年3月刊行）に寄稿した拙論、

あまんきみこ『あるひあるとき』を読む

ー「ちいさいわたし」の物語とこけしの歌ー

に書きました。お読みいただければ幸いです。

本号は、あまんきみこ「あるひあるとき」特集号となっており、国
語教育の立場から熊谷芳郎氏、成田信子氏、文学研究の立場から宮田
航平氏、大島丈志氏らが多角的に「あるひあるとき」を論じています。
ぜひ、この特集号全体をお読みいただきたく思います。



◆「あとがき」

今、私は深く祈る思いで、この絵本を見送っています。或る時代に生きた幼い子
どもの身いっぱいの喜びと哀しみが、あなたの心にすこしでも届きますように。

そしてこの絵本で出会うことができたあなたや、絵本の中のユリちゃんたちのあ
かるくのびやかな笑顔の未来がいつまでもつづき、ひろがりますように――。

◆新聞インタビューのなかで

幼い子に戦争を伝えるって難しい。まず人生の祝祭を味わってほしいもの。でも、
大連で過ごした幼い私の喜びや悲しみを知って「こんな子もいたんだなあ」と、ひ
としずくでもそう思ってくれる子がいたら、これほどうれしいことはありません。どき
どきしながら、祈っています。

戦争の根本は「相手に殺される前に殺す」ということ。戦争だけはやめてね。若い
方、どうか頑張って。私の遺言です。 （朝日新聞2020年8月15日付）



過日、ある出版社から「私の八月十五日」ということで十枚ほど書いてみな
いかという電話がかかり、私はぜひ書きたいと思いました。敗戦後の大連の
様々な混乱、剥き出しになった世の中の虚構、大人たちの姿、その二年近く
を経て引き揚げ船にのるまでのことをかきたいと思ったからです。ところが、
私にはどうしても書きあげることができませんでした。豊かに暮らしていた
人々が次第に追いつめられていく事実をかくことは、その悲惨さ故に、それ
以前のこと、そこに「在る」ことによって侵しつづけたことが抜け落ちてし
まう危険があるのです。（後略）

（「くちごもりつつ――なぜ書くか、私の児童文学」1975年、⑤194頁）

（問い）なぜ、書きえたのか？

編集部の方の「そこにいた子どもたちの思い、喜び、哀しみを消すことは
できないでしょう」という言葉に背中を押されました。この世界に向き合う
中で、小さな「わたし」と私の間でふっと距離がとれた瞬間があり、私はあ
の時の自分に向き合うことができたのです。

（朝日新聞朝刊『あるひあるとき』インタビュー記事、2020年8月15日付）



＊５0歳の時、家族と会える日を待ちわびて影送りをする女の子の童
話「ちいちゃんのかげおくり」を書きました。戦時下で、影送りをし
て遊んだ自分の体験を投影しています。ですが、自分の体験だけで書
いたわけでなく、ちいちゃんを主人公にしたから書けたのです。

＊あの頃、私の親友だったのは、父がお土産に買ってきてくれたこけ
しの「ハッコちゃん」。彼女の頭をごろんごろんと手のひらに感じな
がら、たくさんかわいがりました。

あまんは引き揚げのとき（１９４７年）、１６歳。『あるひあるとき』の「ち

いさいわたし」の設定は学童期前であろうか。実人生とは異なる設定

である。自身の体験に基づきながらも、物語世界として語られている。

「抜け落ちてしまう危険」をこえ、70年余の時を経て「わた

し」という一人称物語として書きえたのはなぜ？…

〈「満州」体験の表象と子どもたちへの継承〉という課題へ



「そのあとのことは、なぜかおぼえていません。ただ、ストーブのなかで、ご
おっとほのおの音がした……そのことだけ、よみがえってきます。」を受け、
なぜ、七○年の記憶がないのに、七○年経て思い出したのか？という問いを立
てている。

「こけし」／「ユリちゃん」／「ハッコちゃん」、そして七十年余りの空白
を抱え込んでいる〈わたし〉との相関が問われている。

→私自身は、「わたし」がおぼえていないのは、ハッコちゃんが燃やされる前
後の具体的なことや引き揚げの生々しい体験などのことだと解釈している。し
かし、七十年余の空白を抱え込んでいる〈わたし〉と、「こけし」「ユリちゃ
ん」「ハッコちゃん」の相関が問われているという黒瀬氏の課題意識には、共
感する。なお「おぼえていません。」とあえて語り、おぼえていること（「ご
おっとほのおの音がした……」）とおぼえていないことをくっきり描き分け、
「音」という身体感覚を前景化し、それによってストーブに背中を向けて耐え
がたい「音」を聞いている「ちいさいわたし」の痛みが、まざまざと読み手の
内にも甦ってくる語りの仕組みとして捉えている。



エッセイ版「ある日 ある時」（1994年12月15日『母のひろば』）

「私」を語り手とし、「現在―『旧満州大連』の回想」と「現在―こけしの歌」の大きく二つ
のまとまり（段落）に分けられている。「メンコ メンコト ナデラレテ／コケシハ マルコクナッ
タノサ（天江富弥）」で結ばれる。絵本の原型が見える。

絵本版『あるひ あるとき』（2020年7月10日、ポプラ社） 語り手「わたし」

物語の時空間Ⅰ 戦後七十年余を経た現在の日本

「ちいさいユリちゃん」と老婦人「わたし」の時間

ちいさいユリちゃん ⇔ ちいさいわたし

ユリちゃん ⇔ こけしのハッコちゃん

☆ 「ちいさいユリちゃん」を「ちいさいわたし」を響き合わせ、「あのとき」へと橋渡しする
物語の時空間Ⅱ 戦時中と敗戦直後の中国大連

「ちいさいわたし」とハッコちゃんの時空間
物語の時空間Ⅰ 「ちいさいユリちゃん」と老婦人「わたし」の時間
物語の時空間Ⅲ 末尾の「こけしの歌」による民俗文化の時空間
〈機能としての語り手〉 時空間Ⅰ→時空間Ⅱ→時空間Ⅰ→時空間Ⅲ



時空間Ⅰから時空間Ⅱへの橋渡しの一文「が加えられた

すやすやと眠る「ちいさいユリちゃん」の姿から「あのとき、ちいさいわたしもねむってい

たことでしょう」と「あのとき」にフォーカスし、「でしょう」と遠くから眺めるような推測する

語りによって「ちいさいわたし」が登場する。そこから「ちいさいわたし」の物語が始まる。

☆1 実際のあまんさんは、引き揚げの際、満16歳であり、絵本版の幼子「ちいさいわた

し」の設定とは異なる。何も知らない、イノセントな存在性が喚起される設定。

「おぼえている」ことと「おぼえていない」ことが鮮明に区別されて語られ、イノセント

であるべき存在の心身をくぐった戦争・「満州」体験（身いっぱいの喜びや哀しみ）

が前景化される仕組み。

☆２ 「ちいさいユリちゃん」と「ちいさいわたし」とが時空をこえてつながり、

二重映しに映し出される仕掛けとなっている。

過去（「満州」体験）ー現在ー未来へと時空間をつなぐ語りの仕掛け

＝幼子「ちいさいわたし」が体験した心的〈傷〉を通して、

未来「ちいさいユリちゃん」たちへとつなぐ平和への祈り



エッセイ版

ハッコちゃんが燃やされる体験については基本的に過去形で語られ、
「しばらくしてごおっと炎の音がしたことまでが、その時のつらさで
よみがえってきました。」と、「現在」を生きる語り手「私」の時空
間に立って語られる。

絵本版

「ただ、～そのことだけ、よみがえってきます。」と現在形の語りに
書き換えられている。語り手の「わたし」と幼子の「わたし」が一体
化し、時空間Ⅰと時空間Ⅱが一体し、共に生きる時空間が出現する。
読み手もまた「ちいさいわたし」の痛みの時間を、共に生きるよう要
請される。この書き換えによって、「満州」をめぐる個人的な体験か
ら〈物語〉へと昇華されたといえる。



＊ハッコちゃんによくこもりうたをうたってねむらせたけど、あのとき、ちいさいわたしもね
むっていたことでしょう。

（市松にんぎょうやセイヨーにんぎょうとの対比のもとに）

＊でも、ハッコちゃんだけは、すきなようにごろんごろんとあそんでいたのです。

＊わたしたちは、いつもいっしょでした。 ★「わたしたち」とする一体化した語り

＊わたしがかぜをひくと、ハッコちゃんもかぜをひきました。 ★共振する身体

＊おぼえているのは、防空壕のなかのしめった土のにおいとハッコちゃんをだきながら、母に身
をよせていたことだけです。

★身体感覚（匂いや触れ合い）を通して、ハッコちゃんの存在が想起され、描き出されている。

＊わたしの市松さんやセイヨーにんぎょう、それにおひなさまは売れましたが、なきがおのハッ
コちゃんはいつまでもいっしょにいました。

よかったね。／よかったね。

よかったよ。／よかったよ。

★ハッコちゃんが、ファンタジーへの通路を持つ存在であったことが読み取れる。





◆幼児心理学では、目に見えない存在以外にも、ぬいぐるみなど人格を付与された物体
も」空想の友達とみなす。

「対話をし、人格を付与するということをもって、その対象は空想の友達とみなされま
す。」

「一人になる時間が多い場合」、「それによって自分の情動を安定させようとする。」

（森口祐介『おさなごころを科学する 深化する乳幼児観』新曜社,2014,240・262頁）

◆「想像の遊び友達」：

「根源的不安に立ち向かう孤独な青年や子どもたちの最後の守護神（guardian)」

（麻生武「子どもの発達とファンタジーー消えつつある”ファンタジーの世界“－」

⇒「ハッコちゃん」と名づけられ、人格を付与されたこけしは、大人の「大切なもの」
とはまた質の異なる、戦争・植民／被植民の緊張関係にあった幼子の抱えた寂しさや根
源的な不安に寄り添う、かけがえのない〈身の拠り所〉であったのではあるまいか。そ
して、それはファンタジー世界とも通路を持つ存在であった。
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「こけしは、木ぼうこ、すなわち木の嫂子です。
嫂子とは子供の厄除け身代り、子供が丈夫に育
つ様に、子供が生まれるとその枕元に備えた呪
物が人形として育って来たものです。
だから古くから子供に買い与えるしきたりで

した。（後略）」

＊江戸時代、東北地方の農民が湯治に訪れた際
の土産物として広がる。

→私自身は、挿し絵のこけしの多様でありなが
ら、微笑みを浮かべた優しい表情も相俟って、
時空間Ⅲは、身いっぱいの喜びや哀しみを抱く
子どもたちへの愛情に満ちた温もりのある時空
間として感じとった。



目の前の愛らしい「ちいさいユリちゃん」とこけしの姿から、
それにつらなる存在として「ちいさいわたし」と「こけしの箱
ちゃん」が想起され、「ちいさいわたし」にさした〈翳り〉を
愛おしむように老婦人の「わたし」が語る〈語りの場〉が生ま
れる。最後に子どもを愛おしむ「こけし」をめぐる民俗文化の
時空間が広がる。

耐えがたい「満州」体験の核心にある心的〈傷〉の想起の語
りが温もりに守られて可能となり、「ちいさいわたし」から
「ちいさいユリちゃん」たちへと命をつなぐ祈りがこめられる。

と当時に、現在形で語られるハッコちゃんを燃やす容赦ない
「ごおっと」いうほのおの音＝「ちいさいわたし」の心身に深
く刻まれた〈傷〉は、読み手の生きる時空間に浸潤し、甦り、
継がれる。



この作品で生々しい戦争の様子は、「おぼえていません」と遮断するよ
うな語りや「～そうです」という伝聞の語りによって遠景化される。語り
手のまなざしは、あくまで幼子の身体感覚をくぐった「身いっぱいの喜び
や哀しみ」の記憶に注がれ、その〈傷〉の核心へと向かう。「ちいさいわ
たし」はほとんど声を発することはない。ハッコちゃんを連れていけない
とつげられたときの「えっ」のみである。そのことが戦争、植民／被植民
の関係性が幼子の存在にいかに深い〈翳り〉をさしたかを物語る。

幼子の記憶の中心にあるのが、「片目の墨がながれかけたようななきが
おで、とってもよごれたすがた」であった。ハッコちゃんの姿と「ちいさ
いわたし」の抱えた不安や哀しみが響き合う。ハッコちゃんと「いつも
いっしょ」で共振するありようが厚みをもって描き込まれる。戦時下の両
親の労苦をも一身に受けとめている幼子が、独りで不安に立ち向かうため
に、ハッコちゃんがかけがえのない意味を持つ存在であったことを浮かび
上がらせる。

ハッコちゃんが燃やされることになる直前の場面における「よかった
ね。」につづくリフレインから、ハッコちゃんがファンタジー世界とも通
路を持つ存在であることが伝わり、この作品が「戦争時代を生きた子ども
とファンタジー」という問題軸を孕んでいることに気づかされる。



あまんは、ナチスの横暴をきわめた時代を生き抜いたケストナーの言葉を引き
ながら、子どもにとっての空想力の「計り知れない重さ」を語っている。ハッ
コちゃんは、大人の大切なものとはまた異なる、緊張を強いられる環境に置か
れた子どもを「空想」の世界に連れ出して支える役割を担ってくれていたので
はあるまいか。

そのハッコちゃんを、引き揚げの苛酷な条件のもとに、他ならぬ自分が手渡
すことによって燃やされる。この体験が、この作品で描かれた戦争体験である。
この体験による〈傷〉は、悲惨で生々しい身体的社会的〈傷〉ではない。おそ
らく生身のあまん自身は、引き揚げ時にそうした直接的で悲惨な〈傷〉も体験
されたにちがいない。だがそれは一切語られない。この作品で描き出されたの
は、イノセントであるはずの存在にさす〈翳り〉であり、その核心にある心的
〈傷〉である。その〈傷〉は、ハッコちゃんを抱きしめて座る後ろ向きの背中
や、今も甦るハッコちゃんを燃やす容赦ない炎の「ごおっと」いう〈音〉に焦
点化して描かれる。心の拠り所であった「空想の友だち」を自ら手渡すことに
よって燃やされるという心的〈傷〉の地平から「満州」体験を描き出したとこ
ろにこの作品の独自の位置づけがあるといえるのではないだろうか。



1．老婦人「わたし」がずっと抱え持っていた「ちいさいわたし」の「身いっぱいの哀しみ」

への想像力をはばたかせ、その心的〈傷〉を感じ取る。

★1 そのために、読みの共通の土台として、舞台設定への理解をつくる。

旧「満州」をめぐる時代背景について、挿し絵等も活用し、語り合う場が必要であろう。

★2 「ちいさいわたし」と「ハッコちゃん」の関係性を丁寧に辿り、「ちいさいわたし」にとっての

「ハッコちゃん」の存在について考え合うことが肝要となってくる。

★3 現在形で語れる「ハッコちゃん」を燃やされる「ごおっと」というほのおの音を後ろ向きの背

中で聞いている「ちいさいわたし」の耐えがたい時空間への想像力をはばたかせる。「うしろ

むき」に座る「ちいさいわたし」の挿し絵の背中が物語るもの…

2．なぜ、「ちいさいユリちゃん」に子守歌を歌ってあげながら、ふいにこけしの「ハッコ

ちゃん」との日々を想起したのか。七○年余のときを経て、「わたし」が語らざるをえな

かった思いに迫る。

ちいさいユリちゃん ⇔ ちいさいわたし ユリちゃんとこけし ⇔ こけしのハッコちゃん

3．末尾の「こけしの歌」のページがなぜ位置づけられたか、挿し絵も活用して自由に語り合う。





Ｃ1 何で売れないものと売れるものがあるのかふしぎに思いました。

Ｃ2 何でストーブで物を燃やさなきゃいけないの。ハッコちゃんを連れていけないの。

Ｃ4 何で日本に帰るのか。

Ｃ６ ハッコちゃんを謎。（なぜ？）燃やさなきゃいけなかったのか。

Ｃ9 お父さんが何でこけしを燃やしたの？売れないなら使えばいいじゃん！

どうして中国の本が読めたの？

Ｃ11 わたしが中国に引っ越したのがわかった！

Ｃ12 危なそう。戦争が起きているから。

私のときは戦争が起きていたということ。今はロシアとウクライナが戦争をしている……。

★今日の戦争と子どもの問題につなげていく契機

Ｃ15 中国も戦争があったんだ！

（見とり）その他、「ハッコちゃんの（と？）ちがうこけしをもらうと思う。」など時代背景を十分に理解し
ていないがゆえの感想も多く見られる。



Ｃ4 何で日本に帰るのか。

Ｃ６ ハッコちゃんを謎。（なぜ？）燃やさなきゃいけなかったの

→○4時間目

そもそもなんでお母さん連れて行かないんだよ！

意味が分からないよ！

持っていけばよいじゃん。

→大連がマイナス10度ということなどで納得へ

（見とり）舞台設定（時代と場所）への共感の土台がないために、
直接にハッコちゃんを連れていけないと告げねばならなかった母
親への憤りへとつながっている。



1945年10月25日第一次上海会議で定められた総則

許可された物品は、洗顔用具、じゅうたん（または綿花布団）一色、
掛け布団一枚、冬服一色、夏服一色、コート一着、手提げカバン、手提
げ袋が各1点、そして（革）靴、短パン、シャツが各三点とその他の身
の回り品である。

（佐藤量「戦後中国における日本人の引揚げと遺送」『立命館言語文
化研究』25（1）、2013）

この論には、「上海会議で決定された携行品の制限は、旧満州など
からの引揚体験で語られるような『着の身着のまま』の苛酷な状況で
はなかった」との記述があり、旧満州からの引揚では、総則が守られ
ず、さらに非常に厳しく携行品が制限されたことが伺える。

→子どもたちと、どの段階かでこうした情報を共有していくことも、幼
子の「満州」体験に迫る読みの土台づくりとして重要ではないか。





Ｃ１ 最初から一緒にいたハッコちゃんが最後に燃やされちゃったのは、耐えよう。またいつか違うこけしが来るかもし

れないから。ハッコちゃんが最後にいなくなっちゃうけど、仕方ないからドンマイ。

Ｃ４ ハッコちゃんが燃やされてかわいそう。

Ｃ６ ハッコちゃんを謎（なぜ？）。燃やさなきゃいけなかったのか？

自分がすごく大切にしてたものを燃やさなければいけなかったの？

Ｃ７ 何でハッコちゃんはよごしたの？ ／ 何でハッコちゃんを燃やしたの？

ハッコちゃんのちがうこけしをもらうと思う。

Ｃ８ かなしい。大切なもんが燃やされるから、ハッコちゃんがかわいそう。

Ｃ９ あの人形は大切にしてないの？

Ｃ10 何でハッコちゃんを持っていっちゃだめなの？

Ｃ11 最後にハッコちゃんをなんでストーブで燃やすのか？

Ｃ12 私がかわいそう。理由、ハッコちゃんが焼けちゃったから。

Ｃ14 ハッコちゃんが一番大事。

C15 なぜこけしの目の部分だけ墨がたれているの？

（見とり）ハッコちゃんの存在の大切さへの気づきを綴っている児童は多い。しかしながら、「ドンマイ」という表現
など二人の関係性への共感のレベルはまちまち。また、ハッコちゃんを持っていけない時代背景がつかめていない。



①全体的に

C6 怖い。父に渡したとき謎。その先覚えていないのか？そして謎。そのさきの音だけ聞こえたのか？

C12 ゆりちゃんと私は同じことをしている。

C14 たまに文の最後に「○○でしょう」が出てくる。 わたしは自分を振り返っている。

②最後の語りについて ＊カタカナに反応している

C4 最後だけカタカナだったのが、ちょっと怖い。

C5 最後も怖い。カタカナだから。

C7 のろわれそう。最後にカタカナで怖い。

C11 最後の文がなぜカタカナになっているのがこわい！

C12 なんでたまにカタカナがあるの？ こわい。理由は最後が全部カタカナだから。

C14 こわい理由。最後がカタカナでこわい。

C15 最後の頁だけこけしがあるのか？



Ⅰの次元 「わたし」が語る物語（舞台設定、幼子の心身をくぐった戦争・「満州」体験）

Ⅱの次元 「わたしの物語」を包み込み、全体のプロットを仕組む〈機能としての語り手〉

1．なぜ「わたし」は大切にしていた「ハッコちゃん」を燃やさなければならなかったのか。また、燃やすこと

は「わたし」にとってどのくらいつらいことだったのか。 〈Ⅰの次元〉

2．「そのあとのことは、なぜおぼえていません。ただ、ストーブのなかで、ごおっとほのおの音がした……そ
のことだけ、よみがえってきます。」とあるが、「わたし」がそのあとのことをおぼえていないのはなぜか。

〈Ⅱ 甦ることとおぼえていないことをくっきり対比させる語りに注目した問い〉

3.「わたしがかぜをひくと、ハッコちゃんもかぜをひきました」とあるが、ハッコちゃんと私の関係はどのよう

なものだったと言えるか。 〈Ⅰの次元〉

4．「わたし」には、「ユリちゃん」がこけしのように見えたのはなぜか。〈Ⅱこけしをめぐるプロットへの問い〉

5．カタカナで書かれた「メンコ メンコト ナデラレテ コケシハ マルコクナッタノサ」とは一体どういう意

味か、また、ひらがなで書かれた「ハッコちゃん」や「ユリちゃん」の「こけし」とはどのようにちがうものな

のか。 〈Ⅱ 末尾の語りをめぐる問い〉

（見とり） 3は、最初に位置づけてよかったのでは？ 3→1→2→4→5



「友達」0人 「家族」3人 「仲良い子」5人 「ただのおもちゃ」6人

→「友達」0人 「家族」3人 「仲良い子」0人 「ただのおもちゃ」1人 「仲良いおもちゃ」10人

議論の過程で

C5：だって、お父さんのお土産で買ってきてくれたものだから。あの、僕のブドウ（C5 本人のお父さん

からもらったキーホルダーを指す）もあるんだけど。お父さん……。厳しいかもしれないから。

C3 なんでかって言うと、お父さんがお土産でくれて、一緒に寝たりして、お父さんの親戚が来たみた

いな……。

～以降、ハッコちゃんの頭を何回も何回も撫でたから、「家族」だという議論へ展開する

C13 （ゲームセンターで取ったぬいぐるみに名前を付けたら）家族になるっていうか。

（見とり）C5の発言は、子どもたちに「ハッコちゃん」のかけがえのなさへの実感的理解を生み、以降
の読みを深めていったのではないか。日頃、厳しいお父さんが買ってくれたものだからよほど特別だと
いう意味なのだろうか。C5の生活体験の文脈に根ざした読みである。子どもたちは、自分たちの〈生き
る文脈〉と〈物語の文脈〉とを行き交いしながら、読みを生成し、深めていく。



C9 赤ちゃんみたいに大切にして、撫でる。 → C15など「家族」説へ

C13 名前を付けたら、「家族」になるっていうか。

→C2 じゃあさあ、なんで「家族」を燃やしたの？

C13 え、、こわい。

C やばいやばい。

（T C4さんの意見「はっこちゃんと同じそんざい」を提示する。）

C 「はっこちゃんと同じそんざい」、確かに！ ＊いっしょに風邪を引いたことから

（T ハッコちゃんが燃やされることは、「家族」が燃やされることか、自分が燃やされるって
いうことか、という問いかけ）

第4時間目へ

「家族」 多数 「自分」 C12のみ。

（見とり） 「家族」か「自分」か、という論点を提示して叙述に立ち戻らせる手立てによって、
名前を付ける（人格化）、「何回も何回もなでてから」などへの気づきが生まれ、ハッコちゃ
んが「大切なもの」という認識が共有されていっている。



C4 自分の大切なものが燃やされてなんで「ちょっと」なのかなって。

C13 確かに。

C1 おれも書いたよ。なんでちょっとなんだよ、って。

C9 もう慣れちゃったんじゃないかな。

前に大切なものが燃やされているのをずっと見てきたから、自分のものが燃やされるんだろうなっ
て。

C15 ああ……。

お父さんとお母さんはさあ、１日だけじゃなくて、自分たちの大切な物を毎日燃やしてきたんでしょ。

C４ きっと、物がないから、大切なものを燃やさないと死んじゃうんだよ。

（中略）

C６ 先生、これ本当にあったお話？

C5 僕のひいおじいちゃんがさあ、戦争に行って、死んじゃったんだよね。

（見とり）「ちょっと」という叙述から、大切なものをつぎからつぎへと奪われ、大切なものの死を一瞬
でもたらす戦争体験の苛酷さへの想像力をしだいに共有していく。



C14 お母さんは知っていたのかもしれないね。あの、燃やさないと生きれないことをお父さんとお
母さんは知っていたのかもしれない……

C12 燃やさないと生きられない……

C10 大切なものを燃やさないと生きられない。

（新たな問いへ）

C14 っていうかさあ、なんで記憶なくなっちゃったのかな？

ごーっと炎の音がしてそのあとのことは覚えていない。

C 怖い！ 怖い！

（C13 70年くらいじゃない？と、今、おばあちゃんになるまでの記憶がないという解釈へ。

→「怖いよ。怖いよ。怖いよ。」

（見とり）現在までの記憶がないという解釈に統一されることによって、子どもたちの「怖い」という
発言が支配的になったのではないか。私としては、その前後の記憶がないのはなぜか、七○年余記
憶を封印し、ようやく語りえたことを課題にしたい。。



ハッコちゃんのことしか覚えていない。

（理由）最後の……最初で燃やしたもの。自分のもので。

→なぜ、ユリちゃんからハッコちゃんを思い出したかという問いへ

C13 （前略）ユリちゃんと、ハッコちゃんと昔の頃のおばあちゃんが、その子守歌を歌って、で、それで思い
出した。 → Ｃ6：ワンダフルジャーニーとの類比についての発言

→ハッコちゃんの死んだ魂が残っていて、ユリちゃんのなかで生まれ変わるという読みが生成する。

C5 ハッコちゃんが人間になった。

C4 おばあちゃんにまた会いたいから。

怖いという印象→ C12 悲しさがある C6 悲しいし、まあしょうがない感がある。

C9 えっと、僕なりでは、無限に続いている……

C 生き返るんだから無限じゃん！

（見とり）子どもたちの間に、「ちいさいユリちゃん」、「ちいさいわたし」と「こけしのハッコちゃん」の物語

が語り手の老婦人「わたし」の内でつながっていることが共有されてきている。しかし、ハッコちゃんの生

まれ変わりと捉えることによって、戦争の耐えがたい心的〈傷〉が今に甦るその痛みが後景に退いてしまわな

いか。私は、甦るのはハッコちゃんとのかけがえのない日々とそのハッコちゃんが燃やされた心的〈傷〉であ

り、読み手の内にその痛みが甦ってこそ、ユリちゃんの生きる未来への祈りへとつながると捉える。



授業終了後のC6の問い 最後の「マルコクナッタ」について、最初から頭は丸いのになぜ？という問い

C13 思いがマルコクなる…… C12 ぎゅっと丸くなる C2 ぎゅっと気持ちが集まる

C6 （前略）燃やされた時によみがえったから、魂が集まったことじゃないかな？

C5 死んだこけしの魂が「わたし」と一緒によみがえったんだよ。

C13 燃やされた時に、魂と思い出だけが残っているんじゃないかな。

C13 （前略）「ハッコちゃん」の魂が消えているといえば消えているかもしれないけど、おばあちゃんになって

「ユリちゃん」を見て、昔みたいに遊んでいるんじゃないかな。

→「みんなの魂」 「ハッコちゃん」と「わたし」のような思いをした「こけし」たちが集まっているんだよ。

C6 みんなハッコちゃと同じ思いをしている。ハッコちゃんはいつも一緒だったけど、寒い日がきてものを燃やさ
なきゃいけなくなったから。ハッコちゃんとユリちゃんの他にも同じ思いをしているこけしと人もいる。

（見とり）末尾の「こけしの歌」から、「ちいさいわたし」と「こけしのハッコちゃん」の物語に閉ざされることなく、
同じ思いをしなければならなかった全ての「こけしと人」へとひらかれた時空間へと意味創成している姿が見え
る。様々な時代に、また世界中の「身いっぱいの喜びと哀しみ」を抱えたこけしと子どもたちへの祈りを、受けとめ
ている。だからTの「わたし」と「ハッコちゃん」「ユリちゃん」に限定した読みを「0点」と評価したのであろう。す
ばらしい子どもたち！ そしてそれは、子どもの問いから「マルコクナッタ」に注目させた黒瀬先生の力である。



○ハッコちゃんの存在と、ハッコちゃんを燃やさねば生きられなかった痛み

C3 せんそうでハッコちゃんをもやすのは、自分もそうなる。

C4 少しこわくて、ハッコちゃんはもやされてかわいそうで、でももやさないと自分

たちが生きられないからその家族をすくいたい。

ハッコちゃんはお父さんからのおみやげで、すごく大切にしていたものだった

から思い出したいけど、思い出すと悲しくなるかもしれない。

C 7 ～ハッコちゃんがもやされちゃってかなしくてかなしくてかおぼえていないと思う。

○「ユリちゃんとこけし」、「ちいさいわたしとこけしのハッコちゃん」の関係性への
気づきを綴ったもの

C4 ユリちゃんの大切なものとおばあちゃんが大切にしていたものが同じ。

C13 おばあちゃんは、ほんとに大事にしてた。「ハッコちゃん」。こけしはわかいころのおばあ
ちゃんをこけしもおぼえていたかもしれない。

C1 たましいのかけらがあると思っていたら、先生にすごいと言われてうれしかったです。

C15 ユリちゃんがこけしを持っていなかったら、おばあちゃんの記おくはもどらなかったかも。



○末尾の「こけしの歌」
C13 最後はこけしたちがありがとうを伝えようとしていったの

かもしれない。ハッコちゃんとわかいころのおばあちゃ
んは心がよめたのかもしれない。

C6 みんなハッコちゃんと同じ思いをしている。ハッコちゃんは
いつも一緒だったけど、寒い日がきてものを燃やさなきゃ
いけなくなったから。
ハッコちゃんとユリちゃんの他にも同じ思いをしているこ
けしと人もいる。

C12 最後が楽しそう。みんながいっせいにしゃべっているから。
＊さらなる問いも多く書かれている。



（1）子どもの問いを出発点に、「ちいさいわたし」が体験しなければならなかった、ハッコちゃん

を燃やさざるを得なかった状況やその哀しみの深さに迫っている。

（2）ハッコちゃんが燃やされた哀しみゆえに、七○年余思い出すことができなかったこと（わけ）に

想像をはばたかせている。

（3）Ⅱの次元「物語を包む込み、プロットを仕組む機能としての語り手」による語りの文脈から駆

動させられる問い

①「ユリちゃんとこけし」「ちいさいわたしとハッコちゃん」の響き合い

②末尾の「こけしの歌」がひらく時空間にこめられた願い

について自ら気づいて考え合い、意味創成を行っている。

「ハッコちゃんとユリちゃんの他にも同じ思いをしているこけしと人もいる。」と、戦争の哀しみを
体験した他の子どもたちへも想像を広げる読みが生まれていることは意義深い。

☆小学校３年生段階でも、語りの文脈によって駆動させられる問いについて考え、〈機能としての語
り手〉を読む読みが可能であることを示している。



（私の授業への課題意識）
「満州」体験の表象と子どもたちへの継承



あまんさんのことば

今、私は深く祈る思いで、この絵本を見送っています。或る時代に生きた幼い子

どもの身いっぱいの喜びと哀しみが、あなたの心にすこしでも届きますように。
→老婦人の「わたし」が生涯にわたって存在の芯のところで抱えつづけ、七○余年も語
り得なかった「ちいさいわたし」の心的〈傷〉へといかに迫っていけるか。

〈Ⅰ 「わたしの物語」を読む：情動の次元からの文学体験の創出〉

〈Ⅱ 「わたしの物語」を包む込む〈機能としての語り手〉を読む：認識の次元〉

☆ⅠⅡは、互いに相矛盾するものではなく、相互を行き交いしながら全連関的に豊か

で深い読みが創出され、子どもたちの内に意味創成がされる。

＊子どもの問いから学びを立ちあげることには賛同する。あわせて子どもにとっていち
ばん心に響いた叙述、なぜそこがいちばん心に響いたかの理由などについても最初に
書き、交流し、そこから学びを立ちあげたいという思いもする。



ハッコちゃんを友だちとする幼子「ちいさいわたし」の孤独と不安に迫るた

めには、戦争や複雑な植民／被植民の関係性について、挿し絵や「あとが

き」も活用しながら、基本的な理解を耕しておく必要ではないか。

挿し絵を介して話し合いながら…

Q.どうして中国の地に日本人が住んでいたの？どうして引き揚げるの？

Q.西洋人形や日本の人形はあるのに、どうして住んでいる中国の人形は

ないの？

Q.どうして「ちいさいわたし」は窓から外を眺めているの？

窓の外の世界は？

Q.引き揚げのとき、なぜハッコちゃんは持っていけないの？

1．読みの共通の土台としての「舞台設定への共感」
（ 注 オリバー・キーンの用語）





2．「ちいさいわたし」とハッコちゃんの関係を
ていねいにたどり、その存在の意味に迫る

★１子どもたちにとっての「空想の友達」（不安や孤独に立ち向かう守護神）を引き出したい。

C4 お父さんのお土産のキーホルダー、ぬいぐるみ、アニメ、ゲーム…

★２ 「ちいさいわたし」と「ハッコちゃん」の関係を描いた叙述をていねいにたどる

「ちいさいわたしわたしたちは、いつもいっしょでした。★「わたしたち」とする一体化した語り

わたしがかぜをひくと、ハッコちゃんもかぜをひきました。★共振する身体

おぼえているのは、防空壕のなかのしめった土のにおいとハッコちゃんをだきながら、母に身をよ
せていたことだけです。

★身体感覚（においや触れ合い）を通して、ハッコちゃんの存在が想起され、描き出されている。

わたしの市松さんやセイヨーにんぎょう、それにおひなさまは売れましたが、なきがおのハッコ
ちゃんはいつまでもいっしょにいました。

よかったね。／よかったね。

よかったよ。／よかったよ。

★ハッコちゃんが、ファンタジーへの通路を持つ存在であったことが読み取れる。

名づけ、人格化し、「空想の友達」＝不安や孤独に寄り添う、なくてはならない存在

→その存在を自らの手で渡して、燃やされる哀しみへの想像力をはばたかせる









○「ちいさい」の響き合いの仕掛けに気づかせたい。

ちいさいユリちゃん ⇔ ちいさいわたし

ユリちゃんとこけし ⇔ こけしのハッコちゃん

その仕掛けを視覚的にも捉えさせ、「ちいさいわたし」から「ちいさい
ユリちゃん」へと巡る〈いのちのつながり〉への祈りに気づかせたい。
「あとがき」で「ユリちゃんたち」となっている意味へとつなげたい。

○Ⅰを経て、「そのあとのことは、なぜかおぼえていません。」の意味、

「『ごおっとほのおとがした……』そのことだけ、よみがえってきま

す。」が現在形である意味などの語りに注目して話し合いたい。

○「カタカナ」＝怖いという印象で染まらないよう、挿し絵も活用しな
がら「メンコ」（愛し、可愛い）の意味については、教えてもよいので
はないか。その上で、こけしの表情も味わいながら、末尾の頁が位置づ
けられた意味について自由に語り合わせたい。



幼子にとっての戦争・「満州」体験を「身いっぱい」に感じとり、その痛みが読み手の心身にも

甦ってこそ、この作品の深層＝七○年余を経てはじめて表現しえた重みと祈りに迫れると考えます。

それには、子どもと作品の通路をつくってあげることが大切です。それぞれに固有の痛みや哀しみ、

寂しさを抱える子どもたちにとって自分を支えるものは何か（たとえば「空想の友だち」）を掘り

起こすことが、「通路」になると考えました。その「通路」によって、「戦争と子どもとファンタ

ジー」という問題軸や「『満州』体験の表象と子どもたちへの継承」という課題に迫っていけるのでは
ないでしょうか。

〈通路〉子どもの大切にしているもの・かけがえのないもの、哀しみ、寂しさ、願い…

〈Ⅰ〉 「わたしの物語」を読む（舞台設定、「ちいさいわたし」の心身をくぐった「満州」体験の

表象）：情動・想像・共感（どのように）の次元からの文学体験（内容駆動の読み）

〈Ⅱ〉 「わたしの物語」を包む込む〈機能としての語り手〉を読む

（題名、現在ー過去ー現在－こけしの歌という構成、「ちいさい」の響き合わせ、

おぼえていることとおぼえていないこととの対比的語り、現在形、末尾など）

：認識の次元（なぜ？）からの意味創成（要点駆動の読み）

ⅠⅡは、互いに決して矛盾するものではなく、相互を行き交いしながら全連関的に豊かで深

い読みを創出すると考えます。挿し絵も含めてまるごと読むことで、子どもたちは育まれると考えます。
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