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「学び」イベント情報 募集中!!
Web版は随時更新。紙版次号向けには
12月上旬までに情報をお寄せください。
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「気」になる「氣」・・・当社は言葉を組版する職業として、漢字の本来の成り立ちである「本字」を大切に
したいという思いがあり、社名に使われる本字の「氣」を使用することでその思いを表しています。
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学びの庭に
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詳しくは中面へ

おじゃまします
学びの庭に

児童文学で世界を創り上げる力を
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これからの主な「学び」イベント26件掲載！
「学び」イベントに行ってきました
名著への旅

Voice Park

『うつ病九段　プロ棋士が
将棋を失くした一年間』（先崎　学）

「学び」の場所へ

行ってみよう！

名著への旅

　藤井聡太二冠の活躍が華々しく報じられ、またベテラン勢の
タイトル挑戦が続くなど、将棋界は益々の盛り上がりを見せつ
つある。こうした近年の盛り上がりの裏で、ひとり病に苦しん
でいた棋士がいた。羽生九段と同い年の、先崎学九段である。
　2017年、「不正ソフト使用疑惑問題」と自らが監修を務める
将棋漫画の実写映画化への対応による多忙とプレッシャーと
が重なり、先崎は急激な体調の異変を感じる。精神科医である
兄が飛んできて、明らかにうつ病であると判断され、その後、
先崎の闘病が始まる。
　うつ病は脳の機能が低下することから、頭脳スポーツである
将棋の棋士にとっては致命的である。対局中に集中が続かな
い、スラスラ解けていた詰将棋が解けない、などと闘いつつ、
後輩棋士や女流棋士、羽生九段などとの交流を通じて、どうに
か立ち上がろうとする苦難が記録されている。
　うつ病は「心の風邪」などと呼ばれるが、その克服の困難さ
は風邪の比ではないことが本書からはよく伝わる。年内にはド
ラマ化もされることが決まっているが、先崎九段の優しい書き
口とともに、うつ病という病の手強さに触れてもらいたい。　

　　  （寺）

オブザーバー：笹氣義幸　寺田征也（明星大学)
協力：株式会社市瀬　有限会社阿部正志製本

次 号
テーマ   ：

『うつ病九段　プロ棋士
が将棋を失くした一年間』

先崎　学 著
文藝春秋

（2018年７月15日初版発行）

発行／
http://manabinome.com/

Web版Web版
随時更新中！随時更新中！ まなびのめ

中地　　文 先生
宮城教育大学　教育学部　教授／同大学附属図書館長
（児童文学）

児童文学

仙台・宮城は児童文学の豊かな地

庄司　潤子 さん
仙台文学館　学芸員

お問い合わせ
022-288-5555
sasaki@sasappa.co.jp

お問い合わせ
022-288-5555
sasaki@sasappa.co.jp

笹氣出版印刷株式会社では毎年「文字・活字文化の日」にちなみ、
皆様に広く文字・活字や印刷のことにふれていただけるイベントを開催
しておりました。今年は新型コロナウイルス感染予防のために、
弊社にお集まりいただくイベントとしては開催せず、オンライン開催とし
て「笹っぱ活字館ホームページ」を公開いたします。ぜひご覧ください！

2020 年 10 月 23 日（金）公開

オンライン開催のお知らせオンライン開催のお知らせ

第16回

シリーズ

「東日本大震災」 【10】
シリーズ

「東日本大震災」 【10】

申込不要

※登場者（講師、演者、担当者）については敬称略

　ここに掲載する情報は、各研究・教育機関や施設が公開している情報
を基に掲載していますので、当社の責任で開催を保証するものではあり
ません。日時、内容等に変更がある可能性がありますので、詳しくは各
問合先へご確認ください。

　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、予定されていたものが中止・
延期となることがあります。最新の情報は主催者のホームページ等でご
確認をお願いいたします。

このマークはイベント参加について
の有料・無料または事前申込の有無
について記しています。

有料 無料 要申込

詳細はWeb版に掲載しております。http://manabinome.com/

市民公開講座 No.504 
「子どもたちの交通安全を推進するため
に」（オンライン講座）

毎週土曜日トワイライトサロン
「土佐誠の宇宙が身近になる話」

講　師　土佐　誠（仙台市天文台名誉台長）
仙台市天文台オープンスペース

17:00

▲

17:45

Tel 022-391-1300仙台市天文台
場　所

主催者 問合先

〜11月  3日（火・祝）企画展「わらと生活」

（入館 16:15 まで。月曜休館）
仙台市歴史民俗資料館

9:00

▲

16:45

Tel 022-295-3956仙台市歴史民俗資料館
場　所

主催者 問合先

〜11月  8日（日）小企画展　「国際周期表年　特別展」

（入館券必要。入館 16:00 まで。月曜休館）
スリーエム仙台市科学館　3 階　生活系展示室

9:00

▲

16:45

Tel 022-276-2201スリーエム仙台市科学館
場　所

主催者 問合先

〜11月  1日（日）東日本大震災復興祈念　東山魁夷　
唐招提寺御影堂障壁画展

（入館 16:30 まで。月曜休館）
宮城県美術館

9:30

▲

17:00

Tel 022-221-2111宮城県美術館ほか
場　所

主催者 問合先

〜11月23日（月・祝）特別展「伝わるかたち／伝えるわざ
―伝達と変容の日本建築」

（入館 16:30 まで。月曜休館※11/23 は開館）
東北歴史博物館

9:30

▲

17:00

Tel 022-368-0106東北歴史博物館
場　所

主催者 問合先

〜12月13日（日）特別展「安野モヨコ展　ANNORMAL」

（入館 16:30 まで。月曜休館※11/23 は開館・翌日休館）
仙台文学館 3 階　企画展示室

〜1月31日（日）

9:00

▲

17:00

Tel 022-271-3020仙台文学館
場　所

主催者 問合先

企画展「うみべの小学校」

（月曜休館）
せんだい 3.11 メモリアル交流館　2 階展示室

10:00

▲

17:00

Tel 022-390-9022せんだい 3.11 メモリアル交流館
場　所

主催者 問合先

10月23日（金）

講　師　小川　和久（東北工業大学総合教育センター教授）
オンライン開講

18:00

▲

19:15

Tel 022-305-3817東北工業大学地域連携センター
場　所

主催者 問合先

10月24日（土）館長講座　第 7 回「大乗神楽の対応」

講　師　笠原　信男（東北歴史博物館館長）
東北歴史博物館 3 階講堂 290 名程度

13:30

▲

15:00

Tel 022-368-0106東北歴史博物館
場　所

主催者 問合先

定　員

10
OCT

「まなびのめ」配色法：襲色目（かさねのいろめ）
第50号・秋／「紫苑」（si-on）

第26回 名著への旅
『はてしない物語』
ミヒャエル・エンデ 著
岩波書店

（1982年6月7日　初版発行）

　本そのものの魅力が詰まった一冊である。
　表紙はあかがね色の絹で、動かすとほのかに光る。パラパラ
とページをくってみると、中は二色刷りになっている。小学生の
頃、装丁に惹かれて母の書庫から引っ張り出したのが出会いだっ
たと記憶している。
　劣等感に満ち溢れた主人公の少年バスチアンは、いじめっこ
に追われて飛び込んだ古書店で一冊の本に惹かれて盗んでしま
う。物語を読み進めるうちにバスチアンは多種多様なキャラク
ターや情景の描写に引き込まれていく。徐々に現実の世界と物
語の世界が交錯し始め、バスチアン自身が物語の世界に入り込
んでしまう。
　この物語では、単に美しく、楽しく、賢くあることを礼賛する
のではなく、あらゆる醜さにも焦点が当てられている。物語の
世界で身も心も記憶も変容していく主人公の姿に、自分が自分
であることや本当の善悪について考えさせられる。
　廉価な文庫版も発刊されているが、装丁が物語のカギとなる
ため、上製本の単行本版でこそ最大限に魅力を味わうことがで
きるだろう。                                                              （志）

第25号
（2014.7）
より再録

第28回 名著への旅
『新編 銀河鉄道の夜』
  宮沢賢治 著
  新潮文庫

（1989年6月19日　初版発行）

　「銀河鉄道の夜」は、言わずと知れた宮沢賢治の代表作である。
しかし、実は作者生前未発表の作品であり、完成ではない。に
もかかわらず、名作として謳われているのは、最も賢治らしさが
出ている作品だからではないだろうか。
　その世界観や美しい文章も魅力だが、中でも独創的な表現が
目を惹いた。例えば擬音など一読しただけでは理解しがたいが、
何度か読み返しているうちに、自分なりに想像すれば良いのだと
いうことに氣付いた。想像する楽しみを、改めて知った思いである。
　次の台詞などは初見で記憶に残り、不思議と氣に入ったフレー
ズである。
　「それから彗星が、ギーギーフーギーギーフーて云って来たねえ。」
　宮沢賢治は詩人だが、同時に、教師、農業者、科学・天文学者、
宗教家でもあった。「銀河鉄道の夜」には、そんな彼の思想や生
き方・知識の片鱗が、至る所に散りばめられているのを感じる
だろう。　
　賢治作品は教科書で触れた人も多いかとは思うが、子どもの
頃に見えなかった発見が多々ある「大人になってから楽しめる一
冊」ではないだろうか。                                                 （齋）

第27号
（2015.1）
より再録



20977011_ 中地　文先生

文章にすることが求められます。読書が培う理解力・思考力・
表現力は、ますます重要になっているのです。
　私は作家や作品の研究を主にしてきましたが、教員養成や読
書活動支援に携わる中で、児童文学が教育において果たす役割
と可能性を改めて考えるようになりました。文学にも絵画と同
様、「近景・中景・遠景」があります。手で触れられる身近な
世界としての近景、社会を中心とする中景、そして世界・宇宙・
生死の問題など高遠で哲学的な主題が展開する遠景。大人向け
の小説は中景を取り上げることが多いのですが、児童文学には
近景と遠景が結びつきやすいという特質があります。これは大
人向けの小説では得がたい読書体験であり喜びではないでしょ
うか。今はこうした特質を、いじめや共生といった今日的な課
題の解決に結びつけられないだろうかと考えています。
　「まなびのめ」の読者の皆さんにも、ぜひ児童文学に目を向
けていただきたいと思います。かつて好きだった作品の再読も
楽しいですし、大人向けの児童文学案内も優れたものが出てい
ます。もちろん研究書を読んだり、子どもの読書活動支援に関
わったりするのも良いでしょう。宮沢賢治の作品では、神秘的
な世界観を味わえる「風の又三郎」などの「村童スケッチ」と
呼ばれる作品群を、特におすすめしたいと思います。
（取材＝ 2020年 8月 26日／

宮城教育大学　5号館 2階子ども文化共同研究室にて）

おじゃまします
学びの庭に

私たちは様々な文学作品に感動したり考えさせられたりして、心の豊かさや多くの学びを得ています。
今回は文学の中でも、子どもの頃からふれてきた「児童文学」にスポットをあて、
宮城教育大学・中地文先生にお話を伺いました。
児童文学作品からは、大人になってからも深い学びを得られるようです。

児童文学で世界を創り上げる力を
はがき、FAX、E-mailのいずれかで、①住所、②氏名、③年齢、④職業、⑤電話番号、⑥クイズの答え2つ、
⑦「まなびのめ」の入手場所、⑧内容についての感想を明記して編集部までご応募ください。
※当選の発表は発送をもって代えさせていただきます。
※応募いただいたお客様の個人情報は弊社主催のイベント案内、
連絡及び発送に限り利用させていただきます。

応募
方法

懸賞懸賞

Q.1   2019年度調査では高校生の「不読率」は何％？

正解者の中から抽選で3名様に
図書カード1000円分をプレゼント

図書カードを
当てよう！

※応募にはQ1とQ2両方の答えが必要です。庄司潤子さんの記事もご覧ください。※応募にはQ1とQ2両方の答えが必要です。庄司潤子さんの記事もご覧ください。

懸賞

【応募締切】2020年12月10日　当日消印有効

  宮沢賢治はなぜ童話を選んだのか
　子どもの時から物語が大好きで、様々な児童文学を読んで育
ちました。中学・高校になると大人向けの小説も読むようになっ
たのですが、私は児童文学に強い魅力を感じ続けていたのです。
周りが芥川龍之介や太宰治を話題にしているのに、私は英国の
作家トールキンが書いたファンタジー『ホビットの冒険』や『指
輪物語』などが愛読書。親から「そろそろ卒業したら」と言わ
れても耳を貸さず、大学では児童文学を研究しようと決めまし
た。児童文学はなぜ自分をこれほど魅きつけるのか、児童文学
は子どもだけのものではないのではないか、その答えを知りた
かったのです。
　とはいえ、児童文学の研究資料は十分ではなく、書簡なども
含む全集が刊行されている作家は限られていました。その中か
ら私が選んだのは宮沢賢治です。明治から昭和初期にかけて生
き、数多くの優れた童話や詩を残して 30歳代で亡くなりまし
た。今でも子どもから大人までとても人氣があります。
　「銀河鉄道の夜」では、主人公の少年が夢の中で天上世界を
旅して世界の「ほんとう」を探ります。賢治は子どもたちを喜
ばせようとしただけでなく、自分が学んだ科学や芸術や宗教に
基づく独特の世界を描き出したのです。「世界がぜんたい幸福
にならないうちは個人の幸福はあり得ない」と考え、また、あ
らゆる生物に幸福をもたらす「宇宙意志」の存在する世界を求
め、それを童話の形で表現しました。賢治にとっては空想的な
童話こそが、自分の世界観を表現するのに最も適した形式だっ
たのです。私は賢治を、ありうべき世界を模索し続けた人とし
て尊敬しています。
　賢治は用いる言葉も個性的で、たとえば「どんぐりと山猫」
にある「まわりの山は、みんなたったいまできたばかりのよう
にうるうるもりあがって、まっ青なそらのしたにならんでいま

した。」といった表現が読者を魅了してきました。『おしいれの
ぼうけん』などで知られる児童文学作家の古田足日は、これを
読んで山の見え方が変わったとまで言います。優れた児童文学
は楽しかったり感情に訴えたりするだけでなく、認識する力や
ものごとの見方、考え方まで豊かにするのです。
　子どもが物語を楽しみながら言葉を覚えたり、読解力をつけ
て学力が向上したりすることも、児童文学を読む効果として期
待できるでしょう。しかし夢中になって「読み浸る」体験で得
られるものは、もっと大きく長期的なものです。テレビやネッ
ト動画は眺めるだけで様々な情報を与えてくれますが、物語を
楽しむには、文章から主体的にイメージを創り上げる必要があ
ります。自分が通う学校とは全く違う学校、会ったこともない
人物、そして現実を超えた不思議な世界などを言葉から想像す
ることで、子どもは世界を自ら創り上げる力を獲得するのです。
児童文学を読むことの意義は、このようなところにあるとも言
えるでしょう。

  近代以前には「子ども」はいなかった
　日本では江戸時代まで、子どものための文学はありませんで
した。いわゆる昔話や絵入りの本も、児童書として作られたも
のではなく「子どもも読む」ものでした。明治になると、日本
は西洋にならって急速に近代化します。「子どもの年齢や発達
段階に合わせた教育」という現代の常識は、この時に普及しま
した。大人とは違う、学ぶ存在としての子どもが「発見」され
たのです。この近代的子ども観の確立に伴って、児童文学は誕
生しました。
　児童文学は、最初は「少年文学」「お伽噺」と呼ばれていま
したが、大正期には「童話」の語が使われるようになりました。
宮沢賢治が創作を始めたのはこの時代です。童話という言葉に
は、純粋な子どもの心である「童心」に大人も学ぶべきだとい
う、当時のロマン主義的な意味が込められています。賢治に限
らず多くの文学者が、童心に理想を見出し、童心を失わない大
人をも読者に想定して、童話という表現形式を選んだのです。
　その後、昭和期に入ると、プロレタリア文学の影響もあって、
空想的なものが多かった子ども向けの物語にも社会性が導入さ
れ、子どもの行動と心理をリアルに描く作品が現れますが、そ
の頃に「児童文学」という言葉が定着しました。戦後、現代児
童文学の出発期には、成長して未来を担う存在という子ども観
から理想主義的な作品が多く書かれますが、高度経済成長期が

終わると未来像を示すことは難しくなり、大人と子どもが悩み
を共にするような複雑な作品が生まれるようになります。
　大人と子どもの区別が消える傾向は、その後さらに進みまし
た。大人もディズニーランドを楽しみ、子どももネットで情報
収集に励む現代では、文学と児童文学の境界も曖昧です。大人
がファンタジー小説に熱中する一方、児童文学にもいわゆる「暗
い」テーマの作品が増え、厳しい現実が描かれるようになりま
した。「このままでは児童文学というジャンルは消滅してしま
うのではないか」と言う研究者もいるほどです（笑）。
　児童文学は小中学校の国語教科書にも載っています。新美南
吉の「ごんぎつね」のように三世代にわたって学ぶ教材もあり
ますが、やはり時代によって作品は入れ替わってきました。戦
後しばらくは世界的な名作の抜粋が多く、1970年代になると
現代作家のものが採用され始めます。児童文学の世界の変化
が、10年遅れくらいで教科書に現れる感じです。賢治童話は、
戦後すぐから 1950年代には「どんぐりと山猫」「よだかの星」
などが掲載されましたが、現在は「やまなし」「注文の多い料
理店」などがよく取り上げられています。

  近景と遠景が結びつく児童文学
　2019年度に行われた「学校読書調査」によると、小学生の
6.8％、中学生の 12.5％，高校生の 55.3％が、1カ月に 1冊
も本を読んでいませんでした。この「不読率」を下げ、子ども
の読書活動を進めようと、国や自治体や学校は様々な取り組み
を行っています。私は 2013 年度に宮城県の「第三次みやぎ
子ども読書活動推進計画」の策定に関与しました。その時、「読
書から学べることは、ある程度の年齢になれば部活動などの体
験からでも学べるのではないか」という意見を聞き、それに反
論したいと考えるようになりました。事実、テレビもゲームも
インターネットもあり、塾や部活動で忙しい現代の子どもたち
は、読書に時間を割くことが難しくなっています。
　しかし本には、「書き言葉」で書かれているという特徴があ
ります。会話、そしてテレビや動画で多く使われる「話し言葉」
には伝わりやすく理解しやすいという利点がありますが、自分
にとって未知の内容や複雑な内容を理解し、深く緻密に考えよ
うとすれば「書き言葉」は欠かせません。子どもが「書き言葉」
に慣れ、理解力や論理的思考力を伸ばすためにも、やはり読書
は必要なのです。また文章を書く上でも、読書経験は大切です。
創作の仕事に限らず、現代社会では様々な場面で自分の考えを

宮城教育大学 教育学部 教授／同大学附属図書館長
専門＝児童文学

中地　文 先生
《プロフィール》（なかち・あや）東京女子大学大学院 文学研究科修了。同大学助手、藤
女子短期大学講師、宮城教育大学准教授などを経て、2009 年より同大学教授。2017
年より現職。日本児童文学学会評議員。宮沢賢治学会イーハトーブセンター理事。監修
書に小学校中学年以上が対象の『賢治童話ビジュアル事典』。共著書に『宮澤賢治の深層
宗教からの照射』『アプローチ児童文学』など。
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20977011_ 庄司潤子さん

そしてエッセイや翻訳でもご活躍です。またその前年に特別展
を開催した上橋菜穂子さんのファンタジー『精霊の守り人』『獣
の奏者』は、年齢の別なく世界中で愛されています。
　仙台文学館では 2017 年、絵本や児童書を紹介する『この
本おすすめ』という小冊子を編集・発行しました。「えほんの
ひろば」でお話会にご協力いただいている皆さんや、私たち職
員が執筆したものです。お子さん、お孫さんのための本選びに、
そしてご自身があらためて児童文学を楽しんだり勉強なさった
りする際に、参考にしていただければと思います。

  仙台・宮城・東北ならではの文学館
　仙台文学館では、昨年常設展をリニューアルしました。東日
本大震災について宮城ゆかりの作家たちの言葉・作品を紹介す
るとともに、仙台市在住の漫画家で、哲学的と評される『ぼの
ぼの』の作者いがらしみきおさんのコーナーを新設しましたの
で、ぜひご覧ください。
　また特別展では、全国的に知られた文学者を取り上げてい
ますが、地域性を切り口にした展示手法にも力を入れていま
す。私は 2013 年に「正岡子規　みちのくの旅」を担当しま
した。明治期を代表する俳人・歌人である子規は、26歳だっ
た 1893 年に東北を旅して、俳句入りの紀行文「はて知らず
の記」を残しています。特別展ではこの旅に焦点を当てて子規
の業績を紹介し、遺品や「はて知らずの記」の草稿を展示しま
した。
　井上ひさし初代館長は、「仙台は多くの文学者を受け入れて、
育て、作品を生み出す力を与えてきた地」と語っていました。
この街が育み続ける文学のゆたかさを、仙台文学館ならではの
視点で皆さまにお届けできたらと願っています。
（取材＝ 2020年 9月 4日／仙台文学館 2階　情報コーナーにて）

おじゃまします
学びの庭に

仙台にも文学館が誕生して早 20 年を過ぎました。「文学」といえば「仙台文学館」、ということで、
今回は大学の先生だけでなく、文学館で「児童文学」企画に関わる学芸員さんの話もお聴きしよう、と考えました。
庄司潤子さんのお話に誘われ、仙台文学館を訪れてみるのもよいのではないでしょうか？

【仙台文学館／〒 981-0902　仙台市青葉区北根 2-7-1　TEL 022-271-3020】

仙台・宮城は児童文学の豊かな地
はがき、FAX、E-mailのいずれかで、①住所、②氏名、③年齢、④職業、⑤電話番号、⑥クイズの答え2つ、
⑦「まなびのめ」の入手場所、⑧内容についての感想を明記して編集部までご応募ください。
※当選の発表は発送をもって代えさせていただきます。
※応募いただいたお客様の個人情報は弊社主催のイベント案内、
連絡及び発送に限り利用させていただきます。

応募
方法

懸賞懸賞

Q.2   宮城県在住の3人の児童文学作家による、第3作まで刊行されている作品は？

正解者の中から抽選で3名様に
図書カード1000円分をプレゼント

図書カードを
当てよう！

※応募にはQ1とQ2両方の答えが必要です。中地文先生の記事もご覧ください。※応募にはQ1とQ2両方の答えが必要です。中地文先生の記事もご覧ください。

懸賞

【応募締切】2020年12月10日　当日消印有効

  来年夏こそ「みちのく妖怪ツアー」を
　1999年開館の仙台文学館に、準備室時代から学芸員として
勤務しています。学芸員は資料の収集や展示を行う、「博物館法」
という法律に定められた専門職です。仙台文学館は仙台市の施
設ですが、私は市から指定管理者の指定を受けて管理・運営を
行っている、（公財）仙台市市民文化事業団の職員です。
　仙台文学館は児童文学にも力を入れていて、開館の翌年から
「こども文学館えほんのひろば」を夏休みに開催し、絵本の原
画展やお話会、ワークショップなどをおこなってきました。ま
た、児童文学に関する講座も開講し、保育を学ぶ学生さんから、
長年にわたり地域文庫の活動を続けてこられた大先輩まで、児
童文学に関心を持つ多くの皆さまにご参加いただきました。
　常設展示では、大正時代に仙台で創刊された童謡専門誌『お
てんとさん』や、宮城県出身で『でんしゃにのって』「ワニの
バルボンさん」「ももんちゃん」シリーズなどの作品で人氣の
絵本作家とよたかずひこさんを取り上げて紹介しています。た
くさんの絵本や児童書が閲覧できる「こどもの本の部屋」もあ
るのですが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、現在は
閉室中です。
　新型コロナウイルスの影響は大きく、例年夏休みに開催して
いた「こども文学館えほんのひろば」も、今年は中止せざるを
得ませんでした。宮城県在住の児童文学作家による『みちのく
妖怪ツアー』をテーマに様々な企画を準備していたので、本当

に残念でなりません。来年夏には、ぜひ実現したいと思います。
　『みちのく妖怪ツアー』（2018、新日本出版社）は、佐々木
ひとみさん、野泉マヤさん、堀米薫さんが共通の設定で 2話
ずつを書いた本です。20人の子どもたちが、座敷わらしなど
の東北の妖怪ゆかりの地を辿るツアーに参加し、行く先々で一
人また一人と消えていくというお話です。物語は、東北の伝承
や食文化にも触れながら、読む者を恐怖へといざなっていきま
す。この物語に登場する子どもたちは都会暮らしで、少しわが
ままだったり、ときに日和見主義だったり、家庭に不満があっ
たりするけれど、どこにでもいそうな子どもたちです。読者は、
そんな主人公に自己を重ねて、東北の伝統的な暮らしに触れ、
不思議な出来事を疑似体験するうちに、自然に対し畏敬の念を
抱いたり、他者を思いやる心に氣づいたりして、自分を振り返
るきっかけをつかみます。とても怖くて、そして何より面白い
のです。昨年は続編、今年は第 3作が出て、8月には TBCラ
ジオで、朗読も放送されました。お三方はそれぞれ仙台市、加
美町、角田市にお住まいで、他にも多くの単著があります。
　お三方やとよたさんに限らず、現在、仙台・宮城にゆかりの
深い児童文学・絵本作家がたくさん活躍中です。また絵本の
読み聞かせなどに取り組む団体の活動は 40年以上前から盛ん
で、仙台文学館の「お話会」にもご協力をいただいています。
『おてんとさん』の時代から今に至るまで、子どもたちと児童文
学を大切に育んできた地域の伝統を文学館としても伝え、輪を

広げていきたいです。

  絵本や童謡の歌詞も児童文学
　児童文学について考えるとき、私は「すきとおったほんとう
のたべもの」という言葉を思い出します。宮沢賢治は自ら出版
した童話集『注文の多い料理店』の序文に、「これらのちいさ
なものがたりの幾きれかが、おしまい、あなたのすきとおった
ほんとうのたべものになることを、どんなにねがうかわかりま
せん。」と書きました。私も児童文学は、子どもたちの成長に
とって、たとえ目には見えなくても食事と同じくらい大切なもの
だと思います。
　児童文学というと、物語を連想される方が多いでしょう。し
かし主に子どもたちのために書かれた詩もありますし、絵と共
に楽しむ絵本や、愛唱される童謡の歌詞も、もちろん児童文学
です。言葉による芸術が文学ですから、受け手が言葉に心を動
かされたり、言葉から想像をふくらませたりできれば、主な対

象が子どもだったり、絵やメロディーと共にあったりすること
は問題ではありません。当館の佐伯一麦館長は「文学は総合芸
術であり、音楽や美術、演劇、映画など異なる表現分野との相
互の関わりの上に成り立っている」と言っています。視覚的・
聴覚的な表現との相乗効果によって、広く受け入れられたり感
動が高まったりすることがあっても、やはりそれらの言葉は文
学と言えるでしょう。
　私たち大人と違って、子どもたちにとって絵本や児童書で出
会う言葉はとても新鮮です。楽しみながらも氣づきがあった
り、背中を押してもらえたり、時にはがっかりしながら、自分を
見つめ直すことや、ものごとを深く考えることができるように
もなります。大人が「読ませたくない」と思うような本からも
何かを学ぶことも、成長してそうした本を卒業することもある
でしょう。大人にできることは自分が良いと思う本を押し付け
ることではなく、子どもと対等な人間として作品に接し、一緒
に楽しんでしまうことだと思います。
　作家の柳田邦男さんは、自分が子どもの時、わが子に読む時、
人生の後半に自分の人生を振り返る時と、「人は絵本に人生で
三回出会う」とおっしゃっています。主人公以外の登場人物に
共感したり、自分や他人が抱く負の感情に氣づいたり、子ども
の時とは違った読み方や捉え方もできるようになるのは、大人
になってからならではでしょう。『ゲド戦記』の翻訳で知られ
る児童文学評論家の清水眞砂子さんは、「子どもの文学は人が
何を幸福と考えてきたかの百科事典」と語っています。長く
愛されてきた児童文学には、「心のゆたかさ」とは何なのかを
考えさせる言葉がちりばめられているように思います。また児
童文学には、単純でも研ぎ澄まされ、磨き抜かれた言葉が用い
られています。だからこそ大人にも氣持ちの深いところまで届
くし、情報の洪水に疲れた心に安心感をもたらすのではないで
しょうか。
　近年は中高校生を対象にした小説が充実したこともあって、
児童文学か大人向けの文学かという区別も薄れつつあるように
思います。作家の側も、こうした区分を超えて作品を書いてい
る方も多くいらっしゃいます。当館では 2011 年秋に角野栄
子さんの特別展を開催し、代表作『魔女の宅急便』を取り上げ
ました。この作品は、アニメで知られる少女の成長物語にとど
まらず、主人公の 30代までを描いていて、幅広い世代に受け
入れられています。2018年の「えほんのひろば」で取り上げ
たたかどのほうこさんは、絵本だけでなく中学生向けの物語、

「仙台・宮城ゆかりのこどもの本」コーナー

仙台文学館　学芸員

庄司　潤子 さん
《プロフィール》（しょうじ・じゅんこ）1973 年宮城県生まれ。宮城学院女子大学 学芸
学部卒業。1997 年より仙台文学館準備室に勤務し、1999 年に開館した仙台文学館学
芸員に。2016 年より学芸室主任。
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「まなびのめ」第49号懸賞クイズの
正解は下記のとおりです。

第49号

Q.1 　仙台の小中学校の教室にあるデジタルテレビのサイズは？
答え　50インチサイズ

Q.2 　宮城教育大学がBPプロジェクトで担当しているテーマは？
　 答え　特別支援教育といじめ

　4 月 11 日から開催予定だった「ウィリアム・モリス展」。新型コ
ロナ感染拡大防止による宮城県美術館休館に伴い、会期を変更して
開催されました。
　久しぶりの美術館は週末ということもあり、また入場制限もあり、
入場までいつもより行列が出来ていました。
　（以下、HP 参照）ウィリアム・モリス（1834 ～ 1896）は、芸術
家、詩人、作家、思想家、社会運動家など、多彩な分野で活躍した
19 世紀の英国を代表する偉人として知られています。モダン・デザ
インの父とも称され、先駆的なデザイナーとしてアーツ・アンド・
クラフツ運動を先導しました。全 6 章構成により、室内装飾など約
151 点を通して、そのデザインの軌跡を辿る展示会です。
　来館者同士の距離を保つため、映像展示を中止ということで、本
来であれば映像展示用のモニターが置かれていたであろう場所はお
断わりの表示が貼られていて、すこし寂しく感じましたが、草花や
小鳥などの小動物に果物など身近な題材がきめ細やかに描かれた
ウィリアム・モリスのデザインは、現代のデザインにも通ずる普遍
的な魅力がありました。一番のお氣に入りはやはり『いちご泥棒』
でした。
　「花より団子」ではありませんが、物欲が強いもので、美術館に行
くと絵を見るのと同じくらい関連グッズを見るのが楽しみになって
しまいます。今回もポストカードやらマスキングテープやらリサイ
クルバッグやら買い込んでしまいました。
　いつもは特別展だけでおなかいっぱいになってしまうのですが、
今回はせっかくなので常設展も見ることにしました。毎回、松本竣
介さんの作品は見ることにしているのですが、今回は、在仙の画家、
石川舜さんの作品に出会うことが出来たのが嬉しかったです。もっ
と他の作品も見てみたいです。個展が開催されたらぜひ足を運びた
いと思います。　　　　　　　　  （「まなびのめ」編集部　庄司真希）

読者と編集部の
キャッチボール

読者の声

　第 49 号 再録プラス

　「いじめを臨床心理学で考える」は以前読んだとは思うのですが忘
れていました。息子が中学 2 年のときいじめにあい教師たちの対応
により不登校になりそれを体験してから読むのとはまったく受け止
め方が違うと思いました。息子のときの場合ですがイヤだといって
も加害者たちはやります。そして複数でやられるのは本当につらい
です。中学の教師は傷ついた被害者とその保護者をさらに傷つけま
す。（中略）いじめよりもいじめを対処する大人たちのいじめに対す
る取り組み方、いじめられた子へのずさんな態度と怠慢な行動、そ
れを解決しようとしない。犠牲になる子どもたちと保護者の心的障
害。教育委員会は学校をかばってばかりです。これが現実です。
 （仙台市・50 代）
編：とてもつらかった思いを打ち明けてくださりありがとうござい
ます。正当な訴えが受け入れられないと「もうどうしようもない」
と感じられたのではと思います。ある意味「世界はもっと広い。こ
こだけがすべてとは思わない」「世の中には心の貧しいこんな小さい
人たちもいるのだ」と割り切るしかないのかもしれません。つらい
思いをした子どもたちが、痛みの分かる心豊かな人間に成長してい
けることを願うばかりです。

　知識が広まる。
 （仙台市泉区・78 歳）
編：お読みいただきましてありがとうございます。今後も皆様の生
活に密着した興味深い情報を発信してまいります。

　学びについてまじめに取り組んでいる内容に「フリーペーパーで
いいの？」と思ってしまいます。毎回期待して見ています。
 （仙台市太白区・52 歳）
編：フリーペーパーだからこそ、幅広い層の読者の方々に様々なテー
マの記事を氣軽に読んでいただけていると考えています。有料の場
合、テーマだけ見て興味が湧かなかったら読もう（買おう）とは思
わないのではないでしょうか。「今回のテーマは自分とは縁遠い話か
な」と思っても、読んでみるととても興味深いお話ばかりなので、「ま
なびのめ」は、氣軽に読める、という点がなかなか重要なのです。

　「学び」イベントもオンライン中心になっていきそうですね。
 （仙台市宮城野区・47 歳）
編：オンラインなら収容人数に囚われないですし、時間や距離など
の問題で会場に足を運びづらかった人が参加しやすくなるため裾野
は広がりそうです。一方で、そのときその場に足を運ぶことで得ら
れる「現場ならでは」の体験も重視されるようになりそうです。

　テレビの再放送から「記事の再録」を思いつき、そこからさらに
現在の状況への先生方のコメント掲載という企画が良かったです。 

（仙台市泉区・56 歳）
編：「記事の再録」で発行を決定するまでに、休刊も含め編集部内で
もいろいろ意見を出し合いました。企画をお褒めいただき、休刊に
しなくてよかったなと大変うれしく思います。

　7 年の間に ICT の使われ方が大きく変わったと思っています。誰
もがスマホやタブレットを離さず持ち、考えないで頼っています。

「これでいいのか？」と思います。 
（仙台市青葉区・61 歳）

編：本当にご指摘の通りです。時々、一週間のスマホ使用時間が表
示されますが、その時間の長さに危機感を覚える時があります。ど
んな便利な道具でも技術でも、使う人間の意識、自覚が問われますね。
その他のお便りと編集部からのコメントは Web 版でご覧いただけます。

詳細はWeb版に掲載しております。http://manabinome.com/
　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、予定されていたものが中止・
延期となることがあります。最新の情報は主催者のホームページ等でご
確認をお願いいたします。

「学び」イベントに参加したら
　　　　　　　　　  感想を書こう！

参加体験記

粗
品

進
呈

。すまいてしち待おをトーポレや想感のトンベイ」び学「、たれさ加参が様皆の者読
掲載採用させていただいた方のうち毎号1名様に1000円分の図書カードを進呈！
ご投稿いただいた全員にもれなく粗品をプレゼント！
※採用の可否、図書カード当選者は編集部に一任いただきます。
■投稿方法　はがき、FAX、E-mail、Web版投稿フォームにて受付。
■投稿先　　「まなびのめ」編集部　　※詳細は最終ページをご覧ください。

11月16日（月）【仙台圏域】子ども・子育て支援者セミナー 
子どもの多様性や子どもたちを取り巻く
環境
講　師　梅田　真理（宮城学院女子大学教育学部教育学科教授）

東京エレクトロンホール宮城　601 会議室 40 名

13:30

▲

16:00

Tel 022-279-7210NPO 法人チャイルドラインみやぎ
場　所

主催者 問合先

定　員

11
NOV 11月20日（金）市民公開講座 No.507

「絵本というメディア」（オンライン講座）

講　師　大木　葉子（東北工業大学総合教育センター准教授）
オンライン開講

18:00

▲

19:15

Tel 022-305-3817東北工業大学地域連携センター
場　所

主催者 問合先

11月21日（土）館長講座　第 8 回「鹿踊の定着」

講　師　笠原　信男（東北歴史博物館館長）
東北歴史博物館 3 階講堂 290 名程度

13:30

▲

15:00

Tel 022-368-0106東北歴史博物館
場　所

主催者 問合先

定　員

11月21日（土）市民公開講座 No.509【追加特別講座】 
「障害がある方との共創デザイン」
（オンライン講座）
講　師　伊藤　美由紀（東北工業大学生活デザイン学科准教授）

オンライン開講

15:00

▲

16:30

Tel 022-305-3817東北工業大学地域連携センター
場　所

主催者 問合先

11月24日（火）市民公開講座 No.508 
「5G って何だろう？」（オンライン講座）

講　師　工藤　栄亮（東北工業大学情報通信工学科教授）
オンライン開講

18:00

▲

19:15

Tel 022-305-3817東北工業大学地域連携センター
場　所

主催者 問合先

12月12日（土）2020 年度ジェンダー論講座　
公開講座「家族への公的介入」

講　師　水野　紀子 （（公財）せんだい男女共同参画財団理事長）
エル・パーク仙台　セミナーホール 30 名

13:30

▲

15:30

Tel 022-268-8300（公財）せんだい男女共同参画財団
場　所

主催者 問合先

定　員

12月14日（月）【仙台圏域】子ども・子育て支援者セミナー
「ネット社会が及ぼす子どもたちへの影
響」
講　師　花島　伸行（子どもリーガルサポートチーム　弁護士）

東京エレクトロンホール宮城　601 会議室 40 名

13:30

▲

16:00

Tel 022-279-7210NPO 法人チャイルドラインみやぎ
場　所

主催者 問合先

定　員

12月18日（金）【石巻圏域】子ども・子育て支援者セミナー　
子どもの多様性や子どもたちを取り巻く
環境
講　師　梅田　真理（宮城学院女子大学教育学部教育学科教授）

東松島市コミュニティセンター　集会室 30 名

13:30

▲

16:00

Tel 022-279-7210NPO 法人チャイルドラインみやぎ
場　所

主催者 問合先

定　員

12
DEC

■ウィリアム・モリス 原風景でたどるデザインの軌跡

2020 年 5 月 18 日（月）～ 6 月 28 日（日）　宮城県美術館

参加体験記

参加体験記

　古代からの暗号とはどんなものが現代へ !?　と参加しました。
　川村先生は、まず現代の情報セキュリティ技術について要点を述
べられました。日常の社会生活ではバックアップ体制・施設管理・
インターネット・ATM・カーナビ等に個人の権限を守る技術や仕組
みがあり、暗号要素の一つだと説きます。実際のネット社会は危険
な環境で、情報の盗聴・偽造・収集・なりすまし・改ざんが容易です。
システムを利用する者の捉え方一つで『知識のある者が悪意を持っ
て利用する』事により状況は一変します。個々のセキュリティ意識・
理解が大切なのです。
　古代では文字を別の文字に変換する“鍵”の数だけ順にずらす換
字暗号、戦時中では安全性が高く敵に解読されず大規模に運用する
事ができる機械式暗号、現代までに様々な暗号が利用されて来たそ
うです。
　戦後 50 年が過ぎ歴史が紐解かれる中で、軍事機密の変わり種な暗
号に教室ではドッ！と笑いが。アメリカでは特異な発音と特殊な文
法を持つ原住民を訓練し、最後まで日本軍は解読できなかった事。
なんと日本でも早口薩摩弁暗号なるものがあり、アメリカ軍は傍受
の技術がありながら当初は解読できなかったそうです。現代では暗
号を解く暗号もあるのに、歴史上では突飛な事も暗号になったのだ
と楽しく学ぶ事ができました。 （仙台市若林区　太陽）

＜学都仙台コンソーシアム・サテライトキャンパス公開講座＞
■暗号技術の話～古代ギリシャ・ローマから現代へ～

講師　石巻専修大学理工学部情報電子工学科　川村　　暁 氏
2009 年 12 月 12（土）15:00 ～ 16:30　仙台市市民活動サポートセンター・6 階セミナーホール

以前ご投稿いただいたものの紙版に載せきれなかった
参加体験記を改めてご紹介いたします。

Web版はより多くの情報を
随時更新しています。

http://manabinome.com/
まなびのめ│ 検索

キーワード・タグ
検索も
できます

10月30日（金）【気仙沼圏域】子ども・子育て支援者セミ
ナー 生活困窮、虐待が起きる家庭への寄
り添い支援
講　師　高野　亜紀子（東北福祉大学総合福祉学部講師 / 社会福祉士）

南三陸ベイサイドアリーナ　会議室 30 名

13:30

▲

16:00

Tel 022-279-7210NPO 法人チャイルドラインみやぎ
場　所

主催者 問合先

定　員

10月31日（土）復興大学県民講座　復興の政治学：
緊急事態対策および復興政策の背景に存
在する根本的な考え方（オンライン講座）
講　師　井上　義比古（東北学院大学教授）

オンライン開催

13:30

▲

14:30

Tel 022-305-3818学都仙台コンソーシアム復興大学部会
場　所

主催者 問合先

10月31日（土）復興大学県民講座　復興の思想：
災害と人間の心理（オンライン講座）

講　師　邑本　俊亮（東北大学災害科学国際研究所教授）
オンライン開催

14:45

▲

15:45

Tel 022-305-3818学都仙台コンソーシアム復興大学部会
場　所

主催者 問合先

10月31日（土）復興大学県民講座　復興の思想：
将来へ備える 〜私たち一人一人ができる
こと〜（オンライン講座）
講　師　邑本　俊亮（東北大学災害科学国際研究所教授）

オンライン開催

16:00

▲

17:00

Tel 022-305-3818学都仙台コンソーシアム復興大学部会
場　所

主催者 問合先

11月  3日（火）平田オリザ特別講演会
「学校教育における芸術の役割」

講　師　平田　オリザ（劇作家・演出家、劇団「青年団」主宰）
宮城野区文化センター 80 名

13:30

▲

15:30

Tel 070-5017-5904PLAY ART! せんだい
場　所

主催者 問合先

定　員

11月  6日（金）市民公開講座 No.505 
「認知症とくらしとデザイン」
（オンライン講座）
講　師　谷本　裕香子（東北工業大学生活デザイン学科講師）

オンライン開講

18:00

▲

19:15

Tel 022-305-3817東北工業大学地域連携センター
場　所

主催者 問合先

11月13日（金）市民公開講座 No.506 「有限要素法解析
を用いた超音波デバイス設計手法の紹介」

（オンライン講座）
講　師　田村　英樹（東北工業大学情報通信工学科准教授）

オンライン開講

18:00

▲

19:15

Tel 022-305-3817東北工業大学地域連携センター
場　所

主催者 問合先

11月14日（土）2020 年度ジェンダー論講座　
公開講座「『わがまま』が社会を変える」

講　師　富永　京子（立命館大学産業社会学部准教授）
エル・パーク仙台　セミナーホール 30 名

18:00

▲

20:00

Tel 022-268-8300（公財）せんだい男女共同参画財団
場　所

主催者 問合先

定　員

11月14日（土）〜2021年4月11日（日）特別展
「仙台の災害〜天災は忘れたころに〜」

（入館 16:15 まで。月曜休館※11/23，1/11 は開館・翌日休館）
仙台市歴史民俗資料館

9:00

▲

16:45

Tel 022-295-3956仙台市歴史民俗資料館
場　所

主催者 問合先

11
NOV

10
OCT


