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日本の子どもの文学

－研究の現状とこれから－

宮川健郎

はじめに

2011年2月19日、東京・上野の国際子ども図書館で｢日本の子どもの文学一国際子ども

図耆館所蔵資料で見る歩み｣という展示会がスタートした。

国際子ども図書館は、国立国会図耆館の支部にあたる図書館で、2000年5月5日に全体の

4分の1のスペースがオープンし、2年後には全面開館した。戦災に合わなかった帝国図書館

を建築家の安藤忠雄氏がリニューアルした施設で、ずいぶんおもむきのある建物である。3

階建ての3階にはミュージアムがあり、展示会は、そこで行われている。2000年の部分開館

の際には｢子どもの本・翻訳の歩み展｣を行い、それ以後は、海外の子どもの本にかかわる

トピックを中心に半年交替で企画展を行ってきた。今回の｢日本の子どもの文学｣展は、｜王｜

際子ども図耆館としては、はじめて日本の子どもの本の通史をあつかったものである。開期

も長く、4年半程度つづく予定の、常設展ともいえる展示会である。

「日本の子どもの文学｣展は、私の監修による。私と国際子ども図書館事務局各課の職員

で構成された8人ほどのチームが2年間で企画編集の仕事をし、何とかスタートにこぎつけ

た。本稿には、この展示会を作った考え方や、展示会の構成や内容を紹介しながら、日本の

子どもの文学(児童文学や絵本を中心に)に関する研究の現状とこれからについて書いてみ

たい。

展示会の作り方

国際子ども図書館がオープンして11年ほどが経過したところではじまった今回の展示会

は、実は、子ども図書館の資料の棚卸しのような面をもっているのではないか。

展示会は、明治から20111紀末までの日本の子どもの文学の歴史を230点ほどの資料で簡

潔に見せるというものだ。その230ほどは、国際子ども図書館の蔵書目録からピックアップ

したのではない。まず、鳥越信編『日本児童文学史年表』1．2(『講座日本児童文学』別巻1．

2、明治害院、1975～77年)から、展示に必要と思われる本や雑誌のタイトルをひろい出し

ていった｡｢鳥越年表｣とも呼ばれるこれは、明治から太平洋戦争が敗戦でおわるまでの時期

の｢童話・小説｣｢童謡・詩｣｢戯曲・対話｣｢翻訳｣｢評論・随筆｣という各ジャンルの子どもの

文学の戸籍調べを徹底して行った耆物である。本や雑誌の9割ほどまでが、発行年月日まで

(みやかわ・たけお武ﾙ雌j大学）
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を特定して掲載されている。敗戦からあとの時期については、日本児童文学学会編『児童文

学事典』(東京書籍、1988年)、大阪国際児童文学館編『日本児童文学大事典｣全3巻(大日本図

書、1993年)、子どもの本・翻訳の歩み研究会編『図説子どもの本・翻訳の歩み事典』(柏書房

2002年)、黒澤浩他編『新・こどもの本と読書の事典』(ポプラ社、2004年)といった事典類な

どのシールを参考にしながら､タイトルを書き出していった。

このようにして展示目録を作っていったのだが、これは、いわば架空の目録である。つぎ

には、この架空の目録と国際子ども図書館蔵書目録とを突き合わせることをした。展示に必

要な資料が子ども図書館に所蔵されているかどうかを確認していったのである。原本が所蔵

されているものもあるが、版違いの本や複製版しかないものもある。それも所蔵がなくて、

別の資料に差し替えることができるかどうかを検討しなければならないことも多かった。

実際に展示を見てくださればわかるが、展示ケースには、この図書館が所蔵している原本

にまじって複製版がならんでいたり、初版ではなく版違いの資料がならんでいたりと、展示

は少しごちゃごちゃな状態だ。複製版のほうが、かえって色がきれいだったり、原本が色が

しずんでいたりという面白さもあると思うのだが、これは、現在、国際子ども図書館が所蔵

している資料の状態の反映というふうに見ていただければ、ありがたい。国際子ども図書館

にどういうものがあって、逆に、どういうものがないのかということも、そこからうかがい

知ることができるはずだ。展示会のサブタイトルは､｢国際子ども図書館所蔵資料で見る歩

み｣である。敗戦までの時期の資料がやや手薄である。そのころまでは、納本制度が十分に

機能していなかったのだろうか。

国際子ども図書館より15年ほど前に開館し、より多くの、またより多様な資料を所蔵し

ている大阪国際児童文学館が、当時の橋下徹大阪府知事の考えによって、万博記念公園のな

かの施設を引きはらい、文学館の機能を大はばに縮小して、大阪府立中央図書館のなかの一

部として撤退したのは、2010年春のことだった。こうした状況が、東京の国際子ども図書館

の役割をさらに大きなものにしている。国際子ども図書館が、子どもの文学の研究や子ども

たちの読書を支援する機能をより豊かにするためにも、蔵書がさらに充実していくことが求

められる｡

展示会の構成と子どもの読書の特質

展示会は、資料をひたすら刊行年順にならべ、そこから、その時々の問題を解説パネルと

して切り出していくという作り方をした。このようにして日本の子どもの文学の歴史をたど

っていく展示会だが、子どもの文学の当の読者である子どもたちには、そうした歴史的な観

点がないということも同時に考えなければならない。歴史を語るのは、大人たちの仕事なの

かもしれないのだ。

私の観察では、10歳くらいまでの子どもたちは、自分の好きな本でも作者を意識しない。

私はもう30年近く大学で教えているが､私の研究室に来た学生が､『おしいれのぽうけん』(童

心社、1974年)と『モグラ原っぱのなかまたち』(あかね書房、1968年)の作者が同じ古田足日

であるということを、子どものときは考えていなかったけれど、研究室の本棚を見ていて、
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いまはじめて気がついたというような場面を何度も目撃している。私は、何度か大学を異動

していて、研究室の状況もそのときによっていろいろなのだが、子どもの本は、たいていは

著者のあいうえお順に整理している。例にあげた『おしいれのぽうけん」と『モグラ原っぱの

なかまたち』は、画家も、同じ田畑精一だ。

このように、子どもが作者を意識しないということは、その作品がどういう時代のものか

ということも意識しないということにつながり、やはり、｢子どもの文学の歴史｣という問題

の立て方は、子ども読者の見方とはちがうものだ。子ども読者にとっては、すべての作品が

共時的な一線にならんでいて、大事なのは、個々の作品がおもしろいかおもしろくないかと

いうことだけなのだろう。このあたりに子どもの読耆の特質があり、子どもの文学の研究は、

そのことを考察すべきだなのだが、それは、どうなっているのか。

子ども読者論の必要が説かれて久しい。1974年には、猪熊葉子の論文｢読者にとって児童

文学とは何か｣が発表され(『講座日本児童文学』l、明治書院所収)、日本児童文学学会編『児

童文学研究必携』(東京書籍1976年)の｢児童文学研究の四領域｣には､｢読者論｣という節が

立てられ、本田和子が執筆を担当した。雑誌『日本児童文学』が｢児童文学の読者とは誰か！」

という特集を組み(1978年8月)、西田良子が｢読者論よおこれ！」と題する文章をよせて

いる。松田司郎は､｢70年代後半の批評・紹介の中心課題は、《子ども読者の受動的創造》にし

ぼられなければならない」といった(｢待たれるこども読者論の研究｣『日本児童文学』1975年

6月)。子どもを読者とする子どもの文学の研究が、子ども読者論を基礎としなければなら

ないのは当然だが、この領域は、いまだに、ほとんど進められていないのである。

前田愛は､『近代読者の成立』(有精堂、1973年)によって、日本の読者研究に手をつけた

国文学者だが、同書の｢あとがき｣で｢読者層の実態を三つの位相から立体的に浮かび上がら

せるプログラム｣をいっている。｢作者の対読者意識｣と「出版機構の構造｣､｢読者の享受相｣の

三つの位相である。子どもの文学の｢読者の享受相｣に関する調査の報告には、宮川健郎｢宮

沢賢治童話論一子ども読者論の試み｣(宮川『国語教育と現代児童文学のあいだ』日本書籍

1993年所収)や、安藤美紀夫他｢安房直子｢さんしょっ子｣に見られる大人の読みと子どもの

読み(1)(II)｣(『α(あるふぁ)｣1983年、1984年)がある。私たちが｢読む｣ということにつ

いて様々な局面から考えた｢和田敦彦『読むということ』(ひつじ書房、1997年一宮川註)以来、

読者の一般化は甚だ困難となった。読者はその都度の身体を備えた歴史的存在者である｡」と

は、中村三春の発言である（｢近代現代の文学・文化研究のさらに新しいテーマ集50｣『國文

學解釈と教材の研究』1999年10月)。そうだとしても、ある特定の作品を子どもたちがど

う読むかということについては語りうるだろう。個々の作品に即して、現実の子ども読者の

読みにかかわって、もっと、いろいろな調査が試みられなければならないと思う。それと同

時に、読者調査を子どもの文学の研究へと組織的にとりこむ視点が発見されなければならな

いだろう。読者それぞれによって、さまざまな読み方がありうるのはなぜか。そのさまざま

な読み方をどのように整理し、位置づけていけばよいのか。私は、こう考える。作品自体が、

さまざまに読まれる可能性をあらかじめ内蔵しているのではないか。作品というものは、幾

とおりもの読みを生成する装置としてあるのではないか。個々の作品に即して、その｢生成」

の仕組みをはっきりさせなければならないだろう。そして、それは、読者調査の結果にはあ
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らわれなかった読みの形態をも予測するものでなければならないのだ。

『読書の発達過程』(風間書房、1997年)､『読書の発達心理学』(国土社、1998年)などの著書

もある秋田喜代美は、発達心理学の方法で子どもの発達と読書のかかわりの問題、あるいは、

子どもの読書の発達の問題を考えている。秋田の研究などにも学びながら、子ども読者論の

可能性をさらにさぐっていきたい。

子どもの文学の歴史を語るのは大人たちの仕事かもしれないとした。歴史社会学的な立場

からの記述が特徴の菅忠道『日本の児童文学』増補改訂版(大月書店、1966年)、流れを大づ

かみにできる鳥越信『日本児童文学案内』(理論社、1963年)をはじめ、文学史には成果がある。

鳥越信編『はじめて学ぶ日本児童文学史』（ミネルヴァ書房、2001年)、鳥越信編『たのしく読

める日本児童文学｣戦前編、戦後編(ミネルヴア書房、2004年)などだ。大衆児童文学の流れ

を整理した二上洋一『少年小説の系譜』(幻影城、1978年)、敗戦から1990年代までをあつか

った宮川健郎｢現代児童文学の語るもの』(NHKブックス、1996年)もある。

作家研究

話を「日本の子どもの文学｣展にもどす。これは開期の長い展示会だといったが、特定の

作家や詩人をとりあげ、大きな展示ケース三つで見せる｢児童文学者コーナー｣は、半年ご

とに展示替えをする。スタートのときは石井桃子、つづいて2011年が没後50年にあたった

小川未明、2012年2月から、子どもの詩や絵本の書き手でもある谷川俊太郎、8月からは宮沢

賢治とつづく。

「児童文学者コーナー｣は、子どもの文学の研究における作家研究につながってくるが、

過去にも現在にも子どもの文学にかかわる、たくさんの作家や画家が存在するのに、それぞ

れの仕事に関する研究は、ごく限られた人についてしか行われていない。論文や研究害が飛

びぬけて多いのは、やはり、宮沢賢治である。もちろん、童話作家としてだけではなく、詩

人、宗教者、科学者など、いろいろな面が語られているわけだが……。

宮沢賢治の原稿に立ちもどって本文を校訂し、推敲や作品が生成される過程をつぶさに明

らかにした筑摩書房版『校本宮澤賢治全集』全14巻は、1973～77年にかけて刊行された｡『校

本全集』の本文や年譜の全面的な見直しを行った『新校本宮澤賢治全集』全16巻(1995～2009

年)も、刊行に15年をついやしたが、すでに完結している。原子朗編著『宮澤賢治語彙辞典』

(東京書籍1989年)、原子朗著『新宮澤賢治語彙辞典』(東京書籍1999年)、渡部芳紀編『宮

沢賢治大事典｣(勉誠出版、2007年)、天沢退二郎他編『宮澤賢治イーハトヴ学事典』(弘文堂、

2010年)といった辞典、事典も刊行された。賢治テクストにE|有のさまざまな語彙をあつか

った『語彙辞典』は小項目主義、作品篇と一般項目篇の二部から成る『大事典』は中項目主義、

｢イーハトヴ学｣(宮澤賢治の作品世界)と「人物研究｣(宮澤賢治の人柄と生涯)､｢テクストと

評価｣､｢人名｣の四つの柱で構成された『イーハトヴ学事典』は、大項目主義で編集されてい

る。

1996年の宮沢賢治生誕百年をピークに、賢治については、おびただしい数の文章が書か

れてきた。宮沢賢治学会イーハトーブセンターが刊行する『宮沢賢治研究Annual｣(1991年創
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刊)は、前年に言かれた賢治に関する文章すべてを網羅する文献目録｢宮沢賢治ビブリオグ

ラフィー｣を掲載する。研究・評論や、主なエッセイは、内容の要約も付される。作品タイ

トルや事項から引ける索引も付く。生誕百年の翌年刊行の7号の｢ビブリオグラフィー｣は、

300ページにもなった。例年は100ページあまり。

「校本全集』｢新校本全集』刊行後は、そこから作品生成の過程を読みとることのできる校

異篇を駆使するような高度な研究技術がもとめられるようになった。また､「ビブリオグラ

フィー｣が整備されるにつれて、必要な先行研究をふまえる徹密さももとめられている。し

かし、そうした高度で徹密な研究が、新しい賢治像を描き出すことになっているかというと、

そうとは限らないようにも思えるのだ。多くの論文は、扱う問題に関する過去の研究を踏ま

えることに紙幅を割き、いわば｢研究の研究｣になっているのではないか。賢治の詩や童話

に出会ったときの｢独特の感じ｣を描き出す論文は意外なほど少ない。

宮沢賢治の全集を話題にしたが、現代児童文学作家の全集や選集も数多く刊行されてい

る。思いつくままにあげると､『佐藤さとるフアンタジー全集』全16巻(講談社、1982～83年)、

『松谷みよ子の本』全10巻・別巻1(講談社、1994～97年)､『長崎源之助全集』全20巻(偕成

社、1986～88年)､『今西祐行全集』全15巻・別巻1(偕成社、1987～98年)､『大石真児童文学

全集』全16巻(ポプラ社、1982年)､『全集古田足日子どもの本』全13巻・別巻1(童心社、1993

年)､『今江祥智の本』全36巻・別巻1(理論社、1980～81年、89～91年)､『灰谷健次郎の本』全

22巻(理論社、1987～89年)､『神沢利子コレクション｣全5巻(あかね書房、1994年)､『杉みき

子選集』全10巻(新潟日報事業社、2005～11年)､『あまんきみこセレクション』全5巻(三省堂、

2009年)などだ。現代作家については、神宮輝夫をインタビューアとして、30人の作家と対

談した『現代児童文学作家対談』全10巻(偕成社、1988～92年)や、石井直人・宮川健郎編『ズ

ッコケ三人組の大研究一那須正幹研究読本一』全3巻(ポプラ社、1990年、2000年、2005年）

もある。

時期区分をめぐる問題点

先に書いたように､「日本の子どもの文学｣展は、ただ刊行年順に資料がならんでいるが、

時期区分はしている。この時期区分が妥当であるかどうかということを、あらためて考えて

みたい。

最初はあまり古いところからではなく、雑誌『赤い烏』(1918年7月創刊)から見てもらお

うということで､｢『赤い烏』創刊から戦前まで－｢童話｣の時代」という区分にした。これも

ふくめて、展示会の章立ては以下のようである。

・第1章『赤い烏』創刊から戦前まで－｢童話｣の時代

．第2章戦後から1970年代まで－｢現代児童文学｣の出発

・第3章1980年代から1999年まで－児童文学の現在

・第4章現代の絵本一戦前から1999年まで

・第5章子どもの文学のはじまり

（このほかに｢童謡｣｢国語教科書と児菫文学｣の展示、先に述べた｢児童文学者コーナー｣が
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ある｡）

第1章は｢『赤い鳥｣創刊から戦前まで｣｡｢戦前まで｣としたが、ほんとうは､｢敗戦まで｣あ

るいは｢戦中戦後まで｣とでもしたほうがよかったのかもしれない。第2章は｢戦後から1970

年代まで｣となっているので、戦中期が区分の上でブランクになっている。それは、少し変

といえば変なのだが、戦中期というのがある種の空白期として意識されていて、それから戦

後がはじまるという区分になっている。解説パネルには､｢一方で、既成の作家たちは、戦

争協力の態勢を強めていきます｡｢戦前｣と｢戦後｣のあいだの｢戦中｣は、子どもを戦争へと

追い込む作品が数多く書かれ、子どものためのものであるはずの児童文学が機能しなくなっ

た空白期といえるかもしれません｡」と書いた。時期区分のなかで、戦中期が見かけ上見え

なくなっているが、その時期は児童文学が機能しなくなった空白期と考えたということであ

る。

この展示会の開催が近づいたころ、山中恒の『戦時児童文学論一小川未明、浜田広介、

坪田讓治に沿って』(大月書店、2010年)が出版された。著者は、長編『赤毛のポチ』(理論社、

1960年)で出発した児童文学作家だ。自身が子ども時代をすごした戦時下の教育を資料で検

証した『ポクラ少国民』(辺境社、1974年)にはじまる仕事でも知られている。

この本では、戦時下の児童文学を小川未明、浜田広介、坪田讓治の3人の童話作家を中心

に具体的に考察している。背景として描かれるのは、1938年の｢児童読物改善に関する指示

要綱｣以降の児童文化政策の流れだ。

小川未明に一番多くのページが割かれた。大正期に反戦童話｢野薔薇｣を書いた未明は、

1937年に｢僕も戦争に行くんだ｣を発表、40年には『夜の進軍晩I叺(らつば)』を刊行する。著

者は、未明が｢時勢に過激に便乗するような軍事色の作品に転向していったのか。正直、疑

問である｡」という。未明が敗戦までに耆いた、たくさんの童話や評論の内容を確認するけ

れど、疑問の答えは出ないままだ。

「転向｣の契機は、未明童話そのものにあったのではないか。未明童話は、詩的で象徴的

なことばで心象風景(心のなかの景色)を描くようなものだった。代表作｢赤い蝋燭と人魚」

は、その典型だろう。未明は、戦争や戦争へと傾斜する社会を構造的にとらえることはでき

なかった。そして、戦意高揚の言説へと感情的に流されていく。

疑問の答えが出ないままであるとしたけれど、答えは、著者のなかに早い時期からあった

のかもしれない。山中恒は、1950年代に未明らの近代童話を批判した議論の中心にいた一人

だし、散文的なことばで、心象風景ではなく、子どもをめぐる状況(社会)を描く現代児童

文学の書き手になっていったのだから。

展示会の時期区分に関してもう一つ。

第3章は､｢1980年代から1999年まで－児童文学の現在｣としている。｢児童文学の現在」

というならば､2000年代まで扱わないと現在といえないのではないかとも思うだが､2000年

代になってからの作品の何をどういうふうに取りあげるかは、もう少し議論を深めないと決

心のつかないことがたくさんあったので、1999年までの範囲でおさめることにした。

第3章を1980年からとしたのは、その年に､『ズッコケ三人組』シリーズ全50巻(ポプラ社、

1978～2004年)などで子どもたちによく知られている那須正幹の『ぼくらは海へ』(偕成社)が
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出版されたからだ。この作品がそれまでの現代児童文学のあり方とだいぶちがったものにな

っているために、ここから、つぎの時代に入ったと考えている。

小川未明に代表される｢近代童話｣を批判的に検討しながら、新しい児童文学を模索した

のは1950年代だった。50年代の議論は､｢童話伝統批判」と呼ばれる。詩的で象徴的なこと

ばで心象風景を描くようなものだった｢近代童話｣は、やがて、もっと散文的なことばで子

どもをめく、る状況(社会といってもよい)を描く「現代児童文学｣へと転換していく。15年戦

争を経験したあとの時代が、児童文学にも戦争や戦争を引き起こすこともある社会を語るこ

とを求めていた。佐藤さとる『だれも知らない小さな国』(講談社)や、いぬいとみこ『木かげ

の家の小人たち』(中央公論社)が刊行された1959年が現代児童文学の出発の年である。この

2作品は、いずれも散文的なことばで構築された長編ファンタジーで、どちらも戦争体験を

下じきにしていた。

先にあげた山中恒の社会主義的なリアリズム『赤毛のポチ』(理論社、1960年)もそうだが、

松谷みよ子の民話の再創造｢龍の子太郎』(講談社、1960年)や、今江祥智の少年小説『山のむ

こうは青い海だった｣(理論社、1960年)など、現代児童文学の出発期の作品は、それぞれ独

自の作品でありながら、共通項を引き出すことができる。それは、人間は成長すべきもの、

世の中は変革されるべきものという考えだ。出発期の現代児童文学は、子どもをめぐる問題

は子どもの力によって必ず乗り越えられ、状況は変革できるという理想主義で書かれていた。

ところが、その後、問題は必ず乗り越えられるかどうかわからないと考え直されるようにな

る。児童文学の理想主義を見直すきっかけになったのが那須正幹の｢ぼくらは海へ』だった。

困難な現実をのがれて、ちっぽけないかだで海へ出て行ってしまう少年たちを描いた長編で

ある。

実際に展示しているのは1999年までの作品だが、2000年代も、基本的には1980年代から

の状況がつづいていると考えている。解説パネルには､「その後の児童文学は、理想主義と

いう「決まりきった物語｣をのがれて、多様に展開し、2000年代へとつづいていきます｡」と

書いた。

絵本研究

展示会の第4章は､｢現代の絵本一戦後から1999年まで｣である。

太平洋戦争後の1953年、石井桃子や光吉夏弥の企画・編集による『岩波の子どもの本』の

刊行がはじまる。このシリーズには、欧米の絵本の翻訳のほか、日本の童話や昔話の再話も

ある。

1956年には、福音館書店から、月刊絵本『こどものとも｣が創刊される。これは、日本の

書き手による創作や再話が中心になった。

『岩波の子どもの本』や『こどものとも』によって、日本にも、物語絵本(1冊の絵本で一

つの物語を語るもの)が定着することになる。絵本は、見開きの絵がいろいろなことを語

り、ページをめくっていくことによって展開する独自の子どもの本である。(言語芸術であ

り、たとえ挿絵がなくても成り立ち、もしかしたら､ページをめくる本のかたちでなくとも
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成り立つかもしれない｢児童文学｣と｢絵本｣は、ずいぶんちがうものだ｡ページをめくるの

ではなく、ばらばらの紙をぬいていく「紙芝居｣と｢絵本｣がまったくちがうものであること

は、いうまでもない｡）

それでは、絵本研究はどうなっているか。すでに、上笙一郎の｢児童出版美術｣(子どもの

ためのイラストレーションや絵本など)に関する研究『聞き書・日本児童出版美術史｣(太平

出版社、1974年)､『児童出版美術の散歩道』(理論社、1980年)や、鳥越信編『はじめて学ぶ日

本の絵本史』全3巻(ミネルヴァ書房、2001～02年)、三宅興子編著『日本における子ども絵本

成立史一｢こどものとも｣がはたした役割』（ミネルヴァ耆房、1997年)などがある。｢一少年

のコレクションを通して」という副題のある、三宅興子他編『大正期の絵本・絵雑誌の研究』

(翰林書房、2009年)は、絵本の読者論としても貴重だ。1997年に絵本学会が設立され、同

学会のメンバーを中心に、最近､『絵本事典』(中川素子他編、朝倉書店、2011年)も編まれた

が、絵本の創作と受容がこれほどさかんに行われているのに対して、研究が十分に追いつい

ているとはいえない。

『声」の時代、「声」のわかれ

展示資料をあつかいながら、日本の子どもの文学の流れをどう見るかということを考えて

きたのだが、それに関して、いくつかのことを書く。

展示の最後の章｢子どもの文学のはじまり」では、日本の子どもの文学の創成期をあつか

った。日本の子どもの文学は、1891年に、その｢凡例｣(まえがき)に｢少年用文学｣であると

ことわって刊行された『少年文学』叢書(博文館)第1編巌谷小波の『こがれ丸』からはじま

ると考えた。この時期の｢少年｣は、少年少女の｢少年｣ではなく、少年／青年／壮年の｢少年」

である。つまり、｢子ども」ということだから、「少年用文学｣は、子どもの文学のことだ。こ

の最後の章のおしまいに､「｢声｣の時代､｢声｣のわかれ｣という見出しのパネルを書いた。

『こがれ丸』の｢凡例｣には、こうも書かれていた。－｢ひたすら少年の読みやすからんを

願ふてわざと例の言文一致も廃しつ。時に五七の句調など用ひて、趣向も文章も天晴れ時代

ぶりたれど、これかへって少年には、語しやすく解しやすからんか｡｣『こがれ丸』の文語体

には、刊行当初から批判もあったが、それは、声に出して読むためだった｡『こがれ丸』によ

って出発した日本の子どもの文学は、それを読む声とむすびついていた。これは、現代児童

文学が成立する1960年前後までつづく。

佐藤さとるの『だれも知らない小さな国』など、現代児童文学は、読者層の中心を幼年か

ら十代前半の子どもたちへと引き上げ、読んであげるものではなく、子どもが自分で黙読す

る書きことばとして織密化していく。そして、それによって、児童文学は、さまざまな主題

を深めていくことになったのだ。1970年代後半以降は、性や死、家庭崩壊など、子どもの

文学のタブーとされていた問題も、人間の本質にかかわるものとして書いていくことになっ

た。

創成期から、子どもに読んであげる｢声」とむすびついていたものが、現代児童文学の成

立とともに、その｢声｣とわかれた－そういう見方をしている。
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ほんとうに「童話」からr児童文学」なのか

もう一つ述べる。

時期区分にふれたところで、詩的で象徴的なことばで心象風景を描くようなものだった

｢近代童話｣が、散文的なことばで子どもをめぐる状況(社会)を描く「現代児童文学｣へと転

換したとした。この転換は、おもに小川未明への批判をとおして行われた｡｢さよなら未明」

といわれたのである(｢さよなら未明一日本近代童話の本質｣は、古田足日の評論のタイト

ル。古田『現代児童文学論』くるしお出版、1959年所収)。

ところが、2000年代になって振り返ってみると、H本の子どもの文学は、未明に代表され

るような童話とほんとうに分かれたのかどうかと思えてくる。未明的なものは、案外あちこ

ちに残っているのではないか。

人が死ぬ、草木が枯れる、町がほろびる……、未明童話のテーマは､ネガティブで子ど

もの文学にふさわしくないといわれたし(鳥越信｢解説｣『新選日本児童文学』l、小峰書店、

1959年所収)、その文章も、呪文的でわかりにくいともいわれた(古田足日「さよなら未明」

前掲)。ところが、1980年代には、かつてはしりぞけられた死の問題などが、人間にとって

大切なものとして児童文学でも書かれるようになった(那須正幹『ぼくらは海へ』前掲、森忠

明『少年時代の画集』講談社、1985年など)。未明童話は、大人の文学からはっきり分かれた

子どもの文学になっていない､｢未分化の児童文学｣だという意見もあったが(古田足H「自分

のうちにある伝統のたたかいを｣『日本児童文学｣1961年10月)、90年ごろからは、児童文学

なのか文学なのか境目がはっきりしない作品も数多く言かれている(江國香織『つめたいよ

るに』理論社、1989年など)。

小川未明に代表されるような童話がすたれて新しい児童文学になったという歴史観一今

回の展示も基本的にはその歴史観で作っている－をこれから先もそのまま維持していいの

かどうか。今後の児童文学の動きもにらみながら、考えていかなければならないことだ。

付記

本稿であつかった問題については、日本児童文学学会編『児童文学研究の現代史』(小峰書店、

2004年)、宮川健郎・横川寿美子編『児童文学研究、そして、その先へ』上・下(久山社、2007年)も

参照されたい｡『児童文学研究の現代史』所収の拙槁｢児童文学理論の歩みと未来｣の内容と本稿が一

部重複することもおことわりします。
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