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第１回 子どもと絵本 

 

自己紹介 

30 年ぶりに盛岡に返ってきました。昔、街に行くという

と肴町だったけど、大きなデパートも閉店し衰退していく

のを見るのは何とも心が苦しい。しかし、一方で盛岡は子

育てがしやすいといわれる方も多い。そこで今まで研究し

たことや仲間と行った研究の成果などを皆さんにフィー

ドバックして生かしていただきたいと思っています。かっ

て、県立こまくさ幼稚園に 13 年幼稚園教諭として勤務し

たこともあり、子どもたちに本を読み聞かせたという経験も思い出しながらお話ししていきます。 

 

今回、4 回のテーマを設けてお話ししていきますが、全体統一するテーマを「子どもの感情を育てる」

といたしました。資料を読んでいただけるとわかりますが、今までは読み書きとか知育に重点を置いて

きました。もちろん大切だが、私たちの研究では感情とか情動とかをいかに育てるか。今、マスコミで

「切れる」という負の感情、ネガティブな感情をどう扱うか、小さな子どもから高齢者まで、かなり大

きなテーマになってきていることもあり、そんなことも含めてテーマを設定しました。 

 

子どもは日々発達していきますから、親御さんは目の前の関心事というのがあると思いますし、発達

に伴って親の関心が変わっていきます。今までの子どもさんとの関わりの経過を見て実感としてお分か

りになると思います。私たちから見ると子どもが先に行っている。それを親が必死に追いかけている。

親の難しさってそこにあると思っています。子どもは止まってくれないから。何とかそれに合わせてや

っと追いついたと思ったら子どもはもう先に行っている。私の話すことがいいとか悪いとかそのように

しなければならないということではなく自分の経験、個人差もあります、そんなことを踏まえて聞いて

いただければ幸いです。 

 

今日は「子どもと絵本」というテーマでお話しさせていただきます。 

 

ブックスタート 

ブックスタートって知っていますか。資料に簡単に書きましたが、日本でブックスタート（Bookstart）

の活動が始まってから 20 年になります。この活動は、赤ちゃんとその親に絵本や子育て関連情報のはい

ったブックスタート・パックを手渡し、親子のコミュニケーションをサポートするのが目的です。この

活動は、1992 年にイギリスのバーミンガムで 300 家庭を対象に始まりました。日本では 1999 年に子ども

読書推進会議が研究を始め、翌 2000 年に東京都杉並区と北海道恵庭市でパイロットスタディとして先行

開始され、翌年から 12 地域で本格的に実施されるようになりました。そして現在に至っています。 

盛岡ではどうですか？名古屋にいた時に調査で尾張旭市と日進市に行って質問調査やアンケートを行
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いました。赤ちゃんの検診日の傍らで初めて出産した親御さんと赤ちゃんに一室設けて保育士さんが絵

本の読み聞かせをやっていました。（参加者の中では盛岡でのブックスタートの認知度が低かった）人口

の多いところや乳幼児が多いところから始まっています。 

 

今日、参加いただいた親御さんにお子さんの年齢と絵本とどういう風に関わっていらっしゃるか。好

きなおもちゃ、好きな絵本を教えていただきたいのですが。 

参加者 A・・・子どももうすぐ 3 歳になる。2，3 歳向けの絵本を見て

いる「はじめてのおつかい」とかがお気に入りで、ど

きどきするのでしょうね。 

参加者 B・・・最近、「てっぱんふわふわ」、「いないないばあ」、何回

も自分での開いてはけたけた笑う。もう少し小さい時

は色彩のはっきりした「しましまぐるぐる」。最近はス

トーリー性のあるもの。「だるまさんが・・」も好きで

す。 

 参加者 C・・・1 歳 4 か月絵本を読み始めたばかりで「動物のいない

ないばあ」「お水ジャージャーかりびーびー」うさぎさ

んのマネやパンダのマネをやってやってとせがまれる。 

 参加者 D・・・まだ、リンゴだけとかみかんだけとかじっと見るが、

絵本はかじったりする状態。でも興味はあるみたいで本

棚から引っ張り出したりもする。ストーリー性のあるも

のはまだだから、車や人の顔とかから始めようと思う。 

 参加者 E・・・「もりもり」が好きみたいでよく見ている。 

 

皆さんのお話を聞いているだけでも興味深いのですが、資料に沿って進めていきます。 

絵本への発達心理学的アプローチ 

絵本のアプローチとしては、文学的アプローチと発達心理学的アプローチ（そ

の他にもあるけれども）があります。文学的アプローチとはストーリーを考える

作家さんと絵を描く画家さんといらっしゃる。文学的アプローチは作家さんの背

景や物語を作る経緯やどんな時代背景なのか。また、作家さんと画家さんのコン

ビでどのようなディスカッションがあって絵本が生まれていくかなどにアプロ

ーチしていく。 

自分の経験からいうと、大学では児童文化論が必修でした。川崎大治先生は子 

どものためにいろんな物語をお書きになった。また、大学で教鞭もとっていらし

た。先生で印象的だったのはあるときご自分が作られた話を紙芝居にしたものを

持っていらした。（自分の考えたことを表現する画家さんとのコンビがすごく大事 

だということ）「紙芝居というのは舞台（枠）に収まって完結するものだから必ず舞台にセットして演じ 

てください」とおっしゃった。しかし、お誕生会や特別のイベントではいいが、日常的な実践の場面で 
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は目の前の子どもに合わせてすぐにやるというのもいいのではないかと個人的な結論に至りました。し 

かし、作家さんはそのようなこだわりがあることを理解しているのも損はないと思っています。 

松居直氏（福音館書店相談役）の絵本製作における信念 

 今日、何冊か持ってきました。私の手元に最後の絵本ですが「いないないば 

あ」、「ぐりとぐら」多くのシリーズが出ました。「たろうのおでかけ」「ぐるん 

ぱのようちえん」「消防自動車ジプター」これ久しぶりに読んでみましたが大人 

が読んでもわくわくしました。「そらいろのたね」これを読み聞かせた時に子ど 

もたちはこれにぐりとぐらが出てるといったんです。よくわかったと思いまし 

た。「ぐりとぐら」で衝撃的な体験があった。今から 10 年くらい前に世田谷美 

術展でぐりとぐら展があったので見に行いきました。もちろんなかがわりえこ 

さんとやまわきゆりこさんのおなじみの原画も絵本もありましたし、中国語版、 

韓国語版、他の外国のバージョンもありました。何が衝撃的かというと、ぐりとぐらの印象的な色って 

なんでしょう。やはりぐりとぐらが着ている洋服の色なんです。赤と青。それが中国語版や韓国語版で 

は私が知っている赤と青ではないんです。赤がオレンジ色だったりくすんでいたり、イメージと違う。 

紙の質も黄ばんでいたり上質ではない。その時は結構カルチャーショックでした。絵本のイメージがで 

きていたので違和感があった。こういうことはとても大事なことと思いました。 

福音館の長い間編集や出版に携わっていらして今は相談役になっていらっしゃる松居直さんという方 

がいらっしゃいます。2 月 18 日、19 日の朝日新聞に松居さんの記事が掲載されました。ご自分が 10 代 

の時は軍国主義の時代で、戦争でお兄さんを二人亡くしている。戦争を自分に引き寄せて考えていて、 

日本は中国を侵略したと自分に負い目を感じていらして、中国に対して何かやらなければならないと、 

子どもの絵本を中国に紹介するということを続けています。そんな時、中国から疑問が出てきました。 

1. 絵本はなぜ文字が少ないのか。2.  絵本は子どもの物なのに高価なのか。良い紙によい印刷なのか。 

3. 絵本を読んで何の役に立つのか。これはある意味、本質を突いた質問だと思います。中国では本は勉 

強する道具と考えられています。情報量が多いほど良いものとされていて教育的な実用性が重視されて 

いるというお国柄です。それに対して松居さんは絵本は教育のための物ではない。子どもが本の世界に 

入って楽しさを覚えるための物。その為には一番良い芸術を見せるべきで、そのためにはよい紙、よい 

印刷が必要だということ。やがて子どもに読書の楽しみが芽生えるという考えです。 

中国の人たちは、「今まで飲んだことのないおいしい水を飲んだよう」「こんな素敵な世界があると感 

銘を受けた」と変わってきました。今、福音館で中国人の編集者を育てて、その方が子どもに良い本を 

提供しようとする国際的な組織の中国人の初代の会長になられた。というように中国で絵本の普及が進 

められています。松居さんが言うには、中国人の感受性は素晴らしいということです。 

子どもの発達と絵本の関係 

絵本は子どもの発達にどのいう意味を持つのかという観点でお話ししていきます。 

そういうと絵本を読まないと子どもの発達に徹底的影響があるのか、という方もあるかもしれませんが、 

私はそんな風に脅かすつもりはありません。要するに子どもとのコミュニケーションを図るというのが 

絵本の読み聞かせの最終目的とするならば他の方法でも良いのです。世の中には絵本が苦手という方も 

いるかもしれませんから。あまり楽しくない状況で絵本を読むよりもご自分の得意な方法でコミュニ 
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ケーションを取られればいいです。でも、子どもさんには絵本の経験をしてもらいたいので、お父さん 

とかおじいさんおばあさんにやってもらうとかいいのではないかと思っています。 

ジェローム・ブルーナーの研究 

絵本は子どもの発達にどういう意味を持つのかということを明らかにした実験でジェローム・ブルー 

ナーの研究を紹介します。この実験では私も影響を受けました。 

これまでの実験というのは大学の研究室に子どもさんや親御さんを呼んで条件をそろえて、ある刺激 

に対してどう反応するかをそこに焦点を当ててみていました。一方では、子どもは家庭で育つがその家

庭で何が起こっているのか、親が子どもにどういう風に躾ているか、その中で何が起こっているのか、

子どもが発達していくときに親も変わっていかなければならない。それがどのように変わっていくのか

を知るには家庭に行って家庭の様子を見せていただかないとわからない。次回お話しする、子どもの反

抗期いやいや期はご家庭にお邪魔して普段の親子のやり取りを見せていただいたり、インタビューした

りしてわかってくる。親子でやるゲーム、いないないばー、絵本も読み聞かせているのでその中で何が

起きているのかに焦点を当てて、何十組、何百組とみることがあります。発達に伴うことであれば継続

的に６か月、８か月という風にお邪魔させていただき親たちの様子をまとめている。 

例えば（ウサギの絵を示す） 

リチャード（１歳１カ月１日の反応）ほら、見て（注目を集める） 

これ何？・・・声を出して微笑む 

親・・・そううさぎさんよ、お母さんを見る 

 フィードバック、笑ってそうよ。 

コミュニケーションは言葉がなくても取れます。難語を発して、 

ほほ笑む、お母さんがそうよウサギよ。・微笑む。 

これをフォーマットと名付けた。 

本読みにおける母親の発話 

・注意を喚起する呼びかけ（見て、ほらほら） 

・（これなーに、なーんだ） 

・（そう、うさぎさんよ） 

・子ども何か声を出す（そうね、うさぎさんね）ともう一度、フィードバックする。 

ほとんどこれに当てはまる。例外がない。英語圏だけでなく文化を超えて日本人でもあてはまる。 

フォーマット（枠組み）と考える。フォーマットの良さは何かというと安定した型に乗っかってコミュ 

ニケーションできる。うさぎさんが、バナナになったり、ぶーぶーになったり、象さんになったり、靴 

になったり、いろんな名前が変わっていく。安定した形でどんどん子どもの語彙が増えていく。 

私はこのフォーマットを知った時に感激しました。 

親御さんたちは親になると始めます。当初、主導権を持つのは親ですが、ある月齢になると子どもがイ 

ニシアティブをとる。役割の交代が起ってくる。いないないばあをやっていて、ある時から子どもの方 

がやり始めませんか？自分からいないないと言って親の反応を見ている。というふうに役割が交代をし 

て、子どもがイニシアティブをとっていく。 

自分が働きかけてその結果相手がどうなるかという経験をするようになる。それまでは受け身だった。 
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このようなことが子どもの発達にとって大切です。 

家庭で何が起きているのか、親御さんが日常生活の中でやっていることが積み重なっていくことが大事 

で、サポーターなどができるだけ繰り返してそれに応えていくのが役割かと思っています。 

絵本の読み聞かせの意義 

絵本の読み聞かせというのは言葉の発達に密接に関係します。だからといってそこだけが強調される 

と絵本を読み聞かせて言葉を教えなくちゃとなると困るのですけど。 

習慣のところ、将来、読書ということにも関連してくるのですが、基盤となるのが信頼できる他者、身 

近にいて当てになる人との関係が大事だということ。ブルーナーも含め研究者は、教える、覚える、教 

授学習理論では説明できないほど、子どもの語彙が増えていく。一日で新しい言葉がでてきたりする。 

昨日まで話さなかったことが急に出てくる。それは学者も説明できない。それは遺伝的な、人類が進化

の過程で獲得した基盤を想定しないと説明できない。そういう基盤があって子どもがそれを拠り所にし

て物事を覚えていく。特に言葉は。ただ、スイッチを入れる人が必要。それが親密な他者、傍にいて最

も子どもに関わって、子どもも信頼できる人、そういう人の役割です。 

何か発する、それを受け止める人。受け止めて返してくれる。なぜ泣いているのかはじめは分からな 

い。でも、日常的なやり取りを通して子どもの欲していること、願望とか、何したいのか何を求めてい

るのかが分かるようになってくる。それが非常に大事なこと。あっこれだったのだという風にして対応

すると泣き止んだりする。これだったのだという通じたということを一瞬でもそういう思いをするそれ

が大事だと思います。この子のことをわかるのはやはり私だわというようなこと。それからこうすれば

こうだとか。今まででわからない場面が出てきても今までの経験のようにいろいろやってみて通じる。 

通じる、分かった、子どもから見るとやっぱり適切に対応してくれて今の不快な思いが直った。回復 

したという思い。それが特定の人がそれをやってくれる人に対して全幅の信頼を寄せていく。人見知り

というのは、それです。いつも対応してくれる人以外は排除、違うというのが人見知り。そこの信頼関

係をいかに作るか。信頼関係ができているから発したいし、受けてもらえる、そしてまた返してくれる。 

信頼関係がないと言葉の発達につながっていきません。そこを省いて教えれば覚えると思ってしまう。 

信頼関係で受け止める、受け止められる、分かる、理解できる、通じる、通じないというところ 

を私は強調したいのです。心の相互作用（心的相互作用）です。 

子どもが字を覚える次のことですが、幼稚園に努めていたとき、絵本の貸し出しをしていた、自分が 

選んで好きなものを持ち帰って、親御さんに読んでもらう、そんなとき親から「もう字を覚えたのだか

ら自分で読みなさい」夏休み、冬休みの長期の休みには全部の絵本を遊戯室に並べて絵本を借りる期間

にしていました。「いつも同じ本を借りてくる」大好きな本があって繰り返し借りるのはとてもいいこと。

飽きるまで読んであげてください。満足すると卒業していく。子どもにとっては大人になっても大事な

一冊で、生涯に通じて大事にしていく。だから、「もう字を覚えたのだから自分で読みなさい」とか、「た

まには違う本を読んだら」とかいうことは、子どもには適切な対応ではありません。 

例えば、文字、リンゴ「これを見た時どんなことを思い浮かべますか」 

（赤いリンゴの絵を示す）丸ごと一個を出しましたが、黄色や緑ぽいものとかいろいろあると思います。 

（参加者の子どもがリンゴの絵に寄ってくる。リンゴを指さす。高濱先生とのやりとり） 
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例えば、秋になるとリンゴ園にリンゴ狩りに行っていました。たわわに 

実ったリンゴを思い出すかもしれないし、お料理のお得な方はアップ 

ルパイ。子どものお弁当に入れたウサギリンゴ。つやつやしていると 

か、すっぱいとか。坂を（リンゴが）転がる。色とか、香りとか、重 

さとか、世界一というすごい大きいなどを思い浮かべる。リンゴとい 

う音を聞いたときにイメージすることにかなりバラエティーがある。文 

字を追うだけで精一杯ではそういう活動が起こってきません。特に親子 

や幼稚園でもそうなのですが、そういえばこないだ行ったリンゴ園のお 

話が出てきたり、昨日みんなで行ったよねって、抱っこしてもらってリ 

ンゴもいだよね、重たかったとか（別の女の子がリンゴの絵の前にでてきてリンゴを食べるふりや母親 

にも持っていくふりをした）こういうことですね。一緒に体験したことを、絵を見て、読んでもらって 

思い浮かべる。そばにいるお母さんなり、保育士さんなり「そうだったね」とその体験をもう一回追体 

験する。新しい情景とかいろんなことを思い浮かべられることがとても大事なんです。文字だけではそ 

れを追うだけで精一杯で子どもにはなかなか体験ができません。ですから満足するまで読んであげてく 

ださい。大事になってくるかなと思います。親御さんたちの立場にすれば眠い時に親の方が眠くなった 

りして繰り返し「もう一回、もう一回」って、はぶいたりすると違ってるってちゃんとわかっている。 

そんなこともありますけども、イメージをどれだけ沸かせられるかそれを表現してそれを大事な人にわ 

かってもらう、受け止めてもらって共感するということが非常に大事になるということをお伝えておき 

ます。 

読み聞かせてもらった経験と読書経験 

ちょっと早いと思いますがゆくゆくのところまでお話しします。読み聞かせてもらった経験は自分で 

本を読む経験と移っていきます。その時期は小学校の 3 年生から 4 年生くらい。思っていらっしゃるよ

り先です。この時期というのは絵本から活字の本へ移行する時期と重なる。この辺のところは東京 

大学の秋田喜代美先生が「読書と発達過程」にも書かれていますし、読み書き、読書のことでは第 1 

人者なので、秋田先生の研究の中から借用してきました。秋田先生がおっしゃるには、幼児期は親御さ 

んとか、幼稚園、保育園でずいぶん読んでもらうからいいのですが、問題はやはり 3，4 年生以降という

ことなのです。もっと地域社会とか、学校で読書活動を意識的に増やすことが必要ではないか。 

例えば、学校などで朝 10 分間、自分の好きな本を持ってきてその時間に読むとか、そういうことを継 

続的にやっていると確かに子どもの読書の力はついてきます。また、地域社会で、図書館などで子ども

たちに本に触れるチャンスを何かしら与えるような企画をやるということがもっと必要と思いますが、

家庭から学校に行く間に本に触れる機会が切れるというのです。それは地域社会でもっと考えなければ

ならないことだと思います。人に読んでもらう経験から自分で読む経験になっていくということです。

言葉というのはコミュニケーションだけでなくて、考えるとか、考えをまとめるということに繋がって

いく。ですから、そこのところが大事になっていく。そうすると今度は読んだものを例えば親御さんが

「それどうだったの、教えて」という風に、イニシアティブを子どもに移して話してもらうとか、地域

でそういう企画をして、発表してするとか、そういう機会をもう少し豊かにしてあげるということが必

要ではないでしょうか。今、ラインとか携帯など繋がるものはやりますけどじっくり自分に引き付けて
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自分の中で言葉を熟成させたり、考えたりする経験が前よりは少なくなっているんではないかといわれ

ています。こういうことがゆくゆく大事になってくると思っています。 

 

 

質問タイム 

参加者１…絵本の選び方を迷っている。いっぱい読ませたい絵本がいっぱい有 

り過ぎて。子どもの好みの問題も有るし、自分の好みも有る。年齢 

に合ったものとかという意味で迷ってしまう。図書館で借りるのは 

いいが、買うとなると迷う。 

高濱先生…買ってあげたいという場合ですね。他の方はどうですか。 

参加者２…子育てサークルで毎週絵本を読むというのがあって、食いつきのい

い絵本がたまにあってそれは買ったりします 

参加者３…まだ自分で買ったことがなくて、いただいたものを見せている。 

高濱先生…年齢に関しては本に目安として書いてありますが、あまり拘らなくていいと思います。特に 

親御さんが大好きだったりして、そういう本って結構それが伝わるんです、熱意みたいなも 

のが。あまりそういうことは厳密に拘らなくていいと思います。 

      やっぱり、何でもかんでも買ってあげる訳にいかないと思いますので、貸し出しのチャン 

スを利用するとか、年齢の上の方に貸してもらうとか、意見を聞くとかそういう風にしてい

いのでは。 

 サポーター…ゆくゆくは読書が好きな子にしたいと思って、いろんな本を小さい

時から一緒に読んだりしていた。子どもが小さいうちは自分では

わからないので図書館にいってお母さんがある程度見て、子ども

の興味のあるジャンルをつかんで買い与える。図書館は一度に何

冊も借りられるので利用する。 

 高濱先生…公共の図書館を利用して。 

参加者１…自分の家に蔵書を増やしたいという思いもあって。図書館も利用する 

んですが、まだ小さいので、破ったり汚したりするといけないと思っ 

て、自由に読めるように置いておけない。自分とこの本なら少々壊してもいい、自分で読 

みたいときに気軽に取れればいいなと思う反面本を選ぶところで蔵書を増やせない。でも 

伺っていると気に入った本が見つかったらその時に買ってあげたり、今気に入らなくて 

も後で気に入るかもしれないと聞きながらそう思いました。 

参加者…コミュニケーションの機会であるということで特にどの時間帯で読んであげればいいかとか、 

おすすめの時間とかありますか。夜寝る前に読んでいたらいつの間にか寝てしまって聞いて 

ないのかなって。 

高濱先生…よくおっしゃいます。たぶん絵本が好きになってきているのでしょうね、「さあて、絵本の 

時間だよ、いつまでも起きてると絵本の時間が無くなるよ」なんて言って寝る方に誘導し 

てという話も調査の時によく聞いた話です。後どんな時間帯に読んでいますか。 
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参加者…やはり寝るとき。 

参加者…うちは、座って読みたがる。今のタイミングに読み聞かせたいなとか、聞きたそうだなとい 

う時とか、食後の一休みの時間とか。 

参加者…やはり寝る前に。小さい時から習慣づけているから、読むと寝る。寝かせやすくなる。その 

為のツールになっている。 

高濱先生…そういう方は多いと思います。寝る前という時間帯。それはお子さんの生活リズムとかで 

だんだんそうなったんだと思うので。外で活動してきて、ちょっと休憩させたいと思った 

時に読むとか。 

参加者（保育士）…日課の中でお母さん方がそれぞれ読み聞かせの時間があるということがいいこと。 

       保育園では活動が終わって読むのですが、例えば水遊びの後に全然違うものが出てく

るのではなく、今日やったことが面白かったねって、絵本の登場人物が同じように水

遊びでわくわくしたとかすると共感を持てるとか、保育園、幼稚園ではしている。お

昼寝の時間だったりするといっぱい面白かったね、じゃあ静かにお休みする時間にな

ろうかとつなげる。あと、だんだん大きくなると日課の中のほかに、子ども達に今こ

んなことをさせたいなあということの絵本を、世界の楽しさを教えてあげたいなとい

う気持ちです。 

高濱先生…そうですね。なければこれで終わりにします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


