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保育絵本に対する母親の働きかけについての歴史的考察
―1960 年代の『ひかりのくに』別冊付録を手がかりとして―

（井岡瑞日）

１．1960 年代における保育絵本

１－（１）問題の所在

　所得倍増の時代にあり、物質文化が急激に豊かさを増した高度経済成長期、

中でも 1960 年代は次々に新しい絵本が出版されたわけではないものの、1970

年代の「絵本ブーム」（中川 2002, p.165）に向けてまさに胎動していく只中に

あった（高橋 2002, pp.147-164）。その一翼を担ったのは、戦前の絵本史の王道

を築いていた「コドノモノクニ」（1922-1944）や「子供之友」（1914-1943）の

ような総合絵雑誌の流れを汲みつつ（岩崎 2002, pp.370-371）、販路拡大の途上

にあった保育絵本の数々である。保育絵本とは、1926（大正 15）年の「幼稚

園令」の保育項目に「観察」が新設されたことに対応して創刊された『キンダー

ブック』（1927-）を先駆けとする、主として直販方式により幼稚園・保育所を

通じ個々の家庭に廉価で定期購読(1)される月刊絵本の総称である。戦後の保育

絵本の発展は 1946 年のフレーベル館による『キンダーブック』の復刊と、本

稿の史料である昭和出版（現在のひかりのくに）による『ひかりのくに』（1946-）

の創刊に始まる。1950 年代にかけてはチャイルド本社『チャイルドブック』

（1949-）、学習研究社『よいこのくに』（1952-）、至光社『こどものせかい』

（1955-）、福音館書店『こどものとも』（1956-）などの各社保育絵本の（改題）

復刊や創刊が相次いだ。このように、今日まで続く主要保育絵本が戦後直後か

ら 1950 年代にかけて出そろった背景には、言わずもがな幼稚園・保育所の整
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備拡張がある。『チャイルドブック』を事例とした松山（2012, p.76）からは、『キ

ンダーブック』が市場の一強を誇っていた状況下で、戦後新たに登場した保育

絵本が 1950 年代以降の幼稚園・保育所の増設を好機とし、徐々に読者を獲得

していった様子がうかがえる。

　保育絵本の最大の特徴は幼稚園・保育所を仲立ちとした流通システムにあ

る。保育絵本を定義づける上で示唆されるように（阿部 2000、上原 2008、宮

下 2015 など）、出版社にとっての顧客は子どもに加え、自社の保育絵本を選定

する園、さらに園からの誘導を受けてそれを購買する保護者という三層構造を

成している。したがって、保育絵本のつくり手や売り手は、教育課程や保育課

程に基づいた園での活用と、子どもが自宅に持ち帰った後の家庭での活用の双

方を想定する必要がある。一方、保育絵本の購買層である保護者にとっては、

子どもに絵本を買い与えるという習慣をすでに持っていたかどうかにかかわら

ず、半ば受動的に園の選定した保育絵本と出会うことになる。以上のことから、

次の 2点が導き出せる。1点目は、保育絵本は教材としての性格が強いために、

大人がそれをどのように扱うかが市販の絵本以上に問題となることである。2

点目は、出版社は販売ルート上で保護者との直接的な結びつきをもたないため

に、自社の保育絵本に対する保護者の支持を獲得するための様々な措置を講ず

る必要性が生じうることである。2 点目を最も象徴するのが、各社の保育絵本

に「付録や別冊という形式、または巻末に、母親のための読み物が設けられて

いる」（宮下 2015, P.165）ことであろう。ここから、顧客と目される保護者は

主に母親であることが確認できる。そして、こうした「母親のための読み物」

には、1 点目で述べたような保育絵本の扱いについて何らかの方向づけを行う

機能が備わっていたと考えられる。

　保育絵本に付された母親向けメッセージに照準した研究として、『キンダー

ブック』の保育者・保護者向け付録「ツバメノオウチ」を扱った研究がある（中

村 1989、棚橋 2000 など）。中村（1989, pp.158-163）によると、1932（昭和 7）

年に創刊した「ツバメノオウチ」では、1934（昭和 9）年前後より、編集顧問

を務めた倉橋惣三が保育者に向けた「読み方・使い方の解説」に力を入れ始め

るようになるという。このように、子どもが絵本を使用するにあたり、大人が

教育的意図を伴って積極的に媒介すべきであるという見方は戦前から存在す
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る。保育絵本に限定せず、市販の幼年向けメディアにまで視野を広げると、大

人と子どもが「絵本・絵雑誌の絵を前にして、その意味内容を説明する語らい」

（大橋 2015, p.6）を行う〈絵解きの空間〉を主題とし、絵本・絵雑誌が家庭教

育の教科書として、母親はそれを用いる教師として位置づけられることにより

母子が一体となって国民化されていく歴史的経緯を明らかにした大橋（2015）

がある。また、戦後を対象とした先行研究としては、『こどものとも』の付録

「絵本のたのしみ」を扱った小野（1997）がある。ここでは、「絵本の楽しみ」

の目的とされる「子どもに絵本を与える側となる母親や保育者に、『絵本とは

何か』を分かってもらうための教育と啓蒙」（小野 1997, p.148）の内実が、編

集長の松居直や児童文学者瀬田貞二らの絵本論の展開過程を中心に描き出され

ている。しかし、母親や保育者がどのように『こどものとも』に関与するよう

方向づけられたのか、また、出版社による「教育と啓蒙」にどのように呼応し、

実践に活かしたのかといった点については詳らかにされていない。また、『こ

どものとも』のルーツが母親向けの教養誌『母の友』に掲載の「子どもに聞か

せる一日一話」にあり、その販売ルートも幼稚園・保育所への直販に限定され

なかったことを考慮すると、「絵本の楽しみ」の読者も自ずと一定の階層に偏

ると推測される。

　これに対し、後に詳述するように、本稿が着目する『ひかりのくに』は戦後

直後に誕生し、幼稚園・保育所への直販スタイルを貫徹しながら発展を遂げて

いった保育絵本である。しかしながら、出版社名を含めたその知名度と比して、

版元の前身である岡本ノートが戦時統制下で出版していた単行の絵本を検証し

た大橋（2015, pp.255-307）を除き、これを主軸に据えた研究は見当たらない。

一方、戦後の施設保育の整備拡張に伴い復刊または創刊した他の保育絵本を

扱った研究は近年進みつつある。例として、『こどものせかい』における主要

作家作品の特徴を解明した柴村（2002 など）や、1950 年代の『チャイルドブック』

を「地域性」の観点から分析し、各地で開催された地方編集会議の役割につい

て検証した松山（2013）、1950 年代末～ 1970 年代前半における数社の保育絵

本を史料とし、いわさきちひろ作品の母子像の変遷を追った宮下（2015）が挙

げられる。ただし、全体としては、こうした研究は緒に就いたばかりであると

言えよう。
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　以上から、2点の問題を指摘しておきたい。1点目は、『ひかりのくに』の先

行研究の不在に象徴される、戦後の保育絵本に対する相対的な関心の薄さであ

る。例えば、『キンダーブック』を扱った研究は数あれど、その多くは戦前を

対象としている。しかし、1942（昭和 17）年度時点で全国の幼稚園数 2,085、

就園率 10.0%（文部省 1979, p.217）という幼稚園普及率の低さを勘案すると、『キ

ンダーブック』をめぐる絵本観や教育観がどこまで広く共有されていたのか、

また読者の実際の行動にどこまで結びつくものであったのかが判然としない。

さらに、絵本論が玩具論とならび活発に展開されるようになったのは戦時下に

突入してからであり、絵本のみを取り扱った単行の理論書も、1943（昭和 18）

年に出版された牛島義友・矢部信一『絵本の研究』協同公社出版部が初である（永

田 1987, p.140）。この意味で、戦前から戦後にかけては絵本論が活発化してい

く途上にあったと言える。以上をふまえると、本稿が問題とするような母親の

絵本への媒介の歴史を紐解く上では戦後にまで視野を広げる必要が生じる。こ

れと関連して、2 点目は、すでに述べたような、出版社から幼稚園・保育所を

介して家庭に至るという保育絵本特有の流通システムやその中で形成されるこ

れら三者の社会関係に十分な光が当たってこなかったことである。このことは

同時に、絵本を子どもに媒介する大人の存在や、絵本を介した大人と子どもと

の関係性に対し、歴史的視点を欠く傾向にあったというより大きな問題にもつ

ながるだろう。

１－（２）本稿の目的と史料について

　本稿は上述のような研究状況をふまえ、多くの子どもとその周囲にいる大人

が絵本との新たな出会いを経験していく高度経済成長期を分析対象とし、保育

絵本『ひかりのくに』の母親向け別冊付録（1959-1969）を史料として、以下

2 点について明らかにすることを目指す。1 つ目は、保育絵本が急速に普及す

る中で、幼稚園・保育所を通じてそれを手にすることになった母親に、絵本に

対してどのように働きかけることが求められたのかという点である。2つ目は、

このことは 1960 年代の社会状況にあって、彼女らの子育てにいかなる変化を

促していったのかという点である。『ひかりのくに』に着目する理由は、後述

のように、同書が保育産業の中枢で保育絵本の新規顧客を開拓していった戦
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後生まれの出版社から出されたこと、また、1960 年代に集中して「母親向け」

を銘打った別冊付録を伴っていたことから、上述の研究目的に敵う史料である

と判断したためである。

　『ひかりのくに』は、1946（昭和 21）年に昭和出版（以下、出版社名はひか

りのくにで統一する(2)）により創刊され、今日まで出版が続いている。現在は『ひ

かりのくに』に加え『こどもとしぜん』（1964-）や『エースひかりのくに』（1969-）

などの複数の月刊絵本も出版されている。ひかりのくには、岡本ノートを経営

していた岡本美雄により 1946（昭和 21）年に大阪市で創業している。また、

同年に大阪毎日新聞社会事業団より全日本保育連盟の事業を引き継ぎ、機関誌

『保育』（1946-1974）を復刊、1952（昭和 27）年には保育者向け専門誌『月刊

保育カリキュラム』（1952-1974）を創刊した他(3)、『保育所保育指針解説』（1965）

や文部省『幼稚園教育百年史』（1979）に代表される多数の保育図書を刊行し

たことでも知られる。また、1958（昭和 33）年頃からは、保育教材・教具の

開発や販売も活発化させている（ひかりのくに 1995, p.124）。分析対象時期の

読者数は現時点で明らかになっていないが、『出版年鑑 1960』に「幼稚園から

小学 4年生までの幼年雑誌はほぼ安定した線で進み、小学館、講談社に直販併

用の学習研究社、それに『キンダーブック』（フレーベル館）、『こどものとも』

（福音館）、『ひかりのくに』（ひかりのくに昭和出版）などの幼稚園直販絵本雑

誌が主流をなしている」（出版ニュース社 1960）とあることから、保育絵本の

中では『キンダーブック』や『こどものとも』に続き一定のシェアを占めてい

たことがうかがえる。

　『ひかりのくに』は、『キンダーブック』に倣い、全国に点在する営業所や代

理店を通じて幼稚園・保育所へ直販される仕組みで成り立っていた(4)。こうし

た販売の方式は『ベビーダイジェスト』（『こどものせかい』の前誌）や『チャ

イルドブック』、『よいこのくに』などの後発の他社の保育絵本にも踏襲されて

いくことになる（岩崎 2002, pp.370-371）。創刊号は B5 判の 20 頁、定価 1 円

50 銭で、編集人は、大阪毎日新聞で雑誌『保育』の編集に携わっていた童話

作家の豊田次雄であった。また、同じく戦前まで大阪毎日新聞に在籍し、豊田

と共に大阪童謡芸術協会（1935-1944）を設立した童謡作家で童話作家の小春

久一郎も、1945（昭和 20）年にひかりのくにに入社し、『ひかりのくに』の編
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集にあたるだけでなく、童謡や童話を多数発表していた（『日本児童文学大事典』 

1993, p.301）。創刊から 1950 年代までの『ひかりのくに』は見開きで完結する

複数の童謡や童話で構成されていた。これらの童謡や童話には、各作品から引

き出される教訓や子どもへの与え方などがページの端に大人に向けて小さな文

字で示されることが度々あった。例えば、クリスマスをテーマにした「おくり

もの」（岩崎ちひろ・画、小春久一郎・文）には「世の中には、貧しさや家庭

の事情による不幸な子供の多いことを認識させ、日常無事に暮し得る幸福を自

覚させてください」（『ひかりのくに』 1955 年 12 月号、p.10）との付言がある。

しかし、1960（昭和 35）年前後になると、一冊に童話一話のみというスタイ

ルが主流となり、これと並行して、ページの端にあった大人向けのメッセージ

も消失していく。このことは、しつけの対象であるという「戦中戦後を通して

の根強い児童観」から「してはいけないこと、しなければならないことを教え
0 0

る
0

（傍点は原文ママ）」絵本が終戦後の一定期間に多くみられたという永田 

（1987, p.183）の指摘にも合致する。

　1960 年代の『ひかりのくに』は、毎年数号が中央児童福祉審議会に児童福

祉文化財として推薦されており（中央児童福祉審議会文化財部会 1991）、この

ことは別冊付録でも「また『ひかりのくに』推せん　中央児童福祉審議会で」（「ひ

かりのくにおかあさん新聞」1961 年 10 月号 , p.4）などの見出しで度々大きく

宣伝されている。児童福祉文化財推薦の取り組みは、内務省から出された「児

童読物改善に関する指示要綱」（1938）に端を発し、「終戦直後、児童に悪影響

を及ぼすと思われる性的に刺激の強い雑誌・映画が出回り、また、児童の読も

のにも粗雑な漫画本や荒唐無稽な冒険物語が多く出版されるに及んで、その対

策が急がれた」（鈴木 2005, p.16）ことで 1951（昭和 26）年に実現した。その

趣旨は、中央児童福祉審議会文化財推薦勧告に関する規程（1950）の第 3条に

定められた「児童の道徳、情操、知能、体位等を向上せしめ、その生活内容を

豊かにすることにより、児童を社会の健全な一員とするために積極的な効果を

もつもの」などの推薦基準に適う「優れた」書物の推薦により子どもの「健全

育成」を図っていこうというものであった。こうした志向に『ひかりのくに』

が賛同していることは、以下に示す編集方針からもうかがうことができる。
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幼児教育の基本である望
マ マ

まし国家社会の形成者となる基礎を養うために、

　・基本的生活習慣と正しい態度を育成する

　・道徳性の芽ばえをつちかう

　・健康、安全の教育と強健な心身の基礎を養う

　・自然および社会の事象について正しい心をもたせ、思考力の芽ばえをつ

ちかう

　・正しい言葉づかいを身につける

　・創造的な表現力を伸ばす

　・生活の適応に必要な習慣・態度・技術を身につける

などの、教育効果をいっそう高めるよう、そして、幼児の生活経験と結びつ

いて生かされていくよう、創刊（昭和 21 年）以来打ち出して来た生活指導

を基盤として、社会性、道徳性を養い、情操教育の実をあげるために、毎号

物語性のあるものにする編集方針で望
マ マ

んでおります。（『学校図書館』1964

年 3 月号 , pp.27-28）

　次に、肝心の別冊付録に目を向けよう。1959（昭和 34）年から 1969（昭和

44）年までの『ひかりのくに』は、母親向けの別冊付録を継続して付した点で

特徴的である(5)。「母と子のひかりのくに新聞」（1959年4月号～1959年7月号）、

「ひかりのくにおかあさん新聞」（1959 年 8 月号～ 1963 年 3 月号、以下「おか

あさん新聞」）、「ひかりのくにママグラフ」（1963 年 4 月号～ 1969 年 3 月号、

以下「ママグラフ」）(6)と 2 度にわたり改題されているが、タイトルに「母」を

冠している点では一貫している。このことから、別冊付録の内容が園児の母親

に向けられたものであったことが改めて確認できる。

２．「母」を冠した別冊付録刊行の目的

２―（１）別冊付録を通じた母への呼びかけ

　では、別冊付録刊行の目的は何か。創刊号に掲載された社長岡本美雄の記名

入りの「ごあいさつ　おかあさまへ」からは、それが家庭教育の振興にあった

ことがよみとれる。
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　園は家庭の延長といわれます。それだけに御両親の園についての御認識や

御協力が深いほど、幼児教育の効果があがり、どのお子様も良い子として心

身ともにすくすくと成長されます。

　そこで、私どもの幼児絵雑誌「ひかりのくに」は、つねにその編集について、

幼いお子様がたの良い成長の糧になる企画をと苦心しておりますが、この四

月号からおかあ様に御愛読をいただく別刷の附録「ひかりのくに新聞」を毎

号添えることになりました。日々の家庭教育の上に益するところがあれば、

私どもの喜びでございます。（「母と子のひかりのくに新聞」1959 年 4 月号 , 

p.4）

　別冊付録が改題を経ながら 1960 年代に継続発行されたことの意味は、家庭

教育が盛んに振興された時代背景から説明することができる。「少ない子ども

を良い子に育てる」ことがスローガンとなった（横山 1986, p.243）当該時期

にあって、家庭とりわけ母親に課される保育・教育責任は高まっていった。こ

のことは、「両親による愛情に満ちた家庭保育」や「母親の保育責任と父親の

協力義務」を掲げた「保育問題をこう考える（中間報告）」（中央児童福祉審議

会保育制度特別部会 1963）の「保育七原則」に象徴される家庭対策の強化な

どにも表れている。同報告により、情愛あふれる家庭で母親が父親の協力を得

ながら子育てに第一義的責任を負うことを理想とする見方が広く示されたとい

える。実際の家族の変化として、広田（1999 など）は 1910 ～ 1920 年代の新

中間層に体現された「教育家族」（沢山 1990）の概念を発展させつつ、これが

高度経済成長下で地域共同体の解体と家業継承の終焉を背景に拡大していった

ことを明らかにしている。また、1960 年代には教育熱心な母親を揶揄する「教

育ママ」という言葉が出現し、頻繁にメディアに取り上げられるようになる。

本田（2000, pp.169-171）は、子どもを少なく産むようになった「教育ママ」

が家族の中の子どもの位置づけなどにおいて、自ら生まれ育った定位家族との

間に大きな「断層」を経験した人々であったことを指摘している。こうした中、

別冊付録にも家庭教育のあり方を論じたり、その手法について具体的な助言を

行ったりする記事が多くみられる。例として、平井信義（お茶の水女子大学教
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授・医博 (7)）「〇月号の子どもの心とからだ」、田中國夫（関西学院大学社会学

部教授）「すばらしいママ」・「すばらしいパパ」、塩ハマ子（文部省婦人教育課

長）「よい子とママのエチケット」、桝田登（神戸市教育研究所）「知育のポイ

ント」、その他「おかあさんへの手紙」などの子育て相談欄や各界の著名人に

よる「私の家庭教育観」などが挙げられる。これらの記事には幼児の心身の成

長・発達にかかわる基礎的な知識から、テレビの見せ方のような日常的なしつ

け、園生活のサポートの仕方、母親（時には父親）としての心の持ち様まで、

子どもの教育にかかわる様々な情報や教えが集約されている。そして、当然な

がら、その中に絵本をめぐる語りもみられことになる。

　別冊付録において本体の『ひかりのくに』に直接的に言及するものとして毎

号必ず掲載されたのは、各月の『ひかりのくに』を子どもにいかに与えるかを

示した手引き（「見方・与え方」や「ねらいと与え方」などと題されるが、本

稿では「手引き」と総称する）と、作品の題材についての解説であった。手引

きでは、「ねらい」という、母親にとってはやや馴染みにくい概念が頻繁に用

いられ、子どもに保育絵本を与える上で母親が留意すべき点について述べられ

ている。保育絵本の定期購読が新年度の 4 月から開始されることもあってか、

毎年 4月号の手引きでは、絵本の扱いについてとりわけ丁寧な説明がなされる

傾向にあった。また、豊富な写真やイラストと説明文で構成された解説は、各

作品の題材についての予備知識の獲得やより深い理解を助ける内容となってい

る。例えば、捕鯨をテーマにした 1963 年 10 月号の「くじらとり」（八代球磨男・

文、石田武雄・画）に対する見開き 2頁の解説では、鯨の生態や捕鯨の工程な

どが図解入りで分かりやすくまとめられている（「ママグラフ」1963 年 10 月号 , 

pp.4-5）。これら以外にも、毎号ではないものの、絵本にかかわる教育論や絵

本論、投稿欄、宣伝などが度々掲載されている。

　以上からは、生活指導の教材としての絵本観に基づき、幼稚園・保育所のよ

き理解者で有能な家庭教育者でもある母親を育成する一環として、絵本やその

扱いに対する知識や技能をもたらそうとする出版社の意図をうかがうことがで

きよう。
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２－（２）保育絵本の「与え方」指導

　では、別冊付録は母親に対し、絵本を媒介するにあたってのいかなる態度や

ふるまいを求めたのか。まず、別冊付録では、子どもが園から持ち帰る保育絵

本へ積極的に関心を寄せ、繰り返し読んで聞かせるなど綿密なかかわりを持つ

よう頻繁に呼びかけられる。このことは、読者がそうした役割を十分に果たし

えていないという現状批判に裏打ちされている。また、こうした主張は、とり

わけ読書教育の観点から、幼児期に絵本の与え方を誤ると後々に悪影響を及ぼ

すという、やや脅迫的な言説によって補強されることもあった。例えば、1961（昭

和 36）年 11 月号の別冊付録では「読書習慣を身につけるための幼児期の絵本

の与え方を法政大学児童心理学教室、早川元二先生にお聞きしました」（「おか

あさん新聞」1961年11月号 , p.1）とする記事が巻頭を飾っている。そこでは、「5、

6 年生になっても、本が好きでない子は、どうしてそのような子どもに育った

のでしょう。それは、どうも、読書の入口になる幼児期のやり方がへただった

のではないかと思うのです。つまり、幼児の時に、じょうずに絵本を与えるこ

とが、将来、本を好きにすることと深く関係があるのではないかということで

す」（「おかあさん新聞」1961 年 11 月号 , p.1）と問題提起される。そして、4

～ 5 歳の子どもに何度も絵本を読むようせがまれると「『うるさいわね！一度

読んだものは二度は読まないわよ』とつっぱねてしまう」だろうが、「こんな時、

『今こそ、読書の習慣をつける大切な入口』と考えて、何度も読んでやること

です」（「おかあさん新聞」1961 年 11 月号 , p.1）と述べる。

　さらに、母親に期待されたのは、子どもの求めに応じてひたすら辛抱強く何

度も絵本を読み続けることだけではなかった。先の引用に「じょうずに絵本を

与える」という表現があるが、この「じょうずに」の内実は以下に示す手引き

の文章に具体化されている。

　ところが、その絵本が家庭へ持ち帰ってから問題があるといわれています。

せっかく園で選定のうえ採用された絵本が、おかあさんや、おとうさんたち

と、より楽しく家庭で与えられているかどうかということです。「このごろ

の子どもは、あまり絵本に興味をもちません」と言う方があります。それは、

絵本の中にも取り上げられた内容とか、その月々の絵柄にもよるでしょうが、
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興味をもつような与えかたをされているかどうかということが“興味をもち

ません”ということに大きく影響してはいませんか。おとなもいっしょに楽

しく見る、読んで聞かせる、考えさせる、発見させる、生活と結びつけてわ

からせる―という与え方がどの家庭でもくふうされているでしょうか。（「マ

マグラフ」1964 年 4 月号 , p.12）

　このように、子どもに絵本を与える上では「より楽しく」「興味をもつよう」

な心がけが必要であり、そのために「おとなもいっしょに楽しく見る…」といっ

た「くふう」が求められていることが分かる。そして、そうした絵本に対する

心がまえを十分に身につけていないと想定された読者に、別冊付録でその具体

的手法を伝授する役割を果たしたのが手引きであった。手引きでは、各月の『ひ

かりのくに』掲載作品のねらいを明示し、これに沿った教育効果が得られるよ

う、子どもに注意を向けさせるポイント、発問や受け答えの仕方についてきめ

細やかに指南される。一例として以下に示すのは、1963（昭和 38）年 5 月号

の掲載作品「かえるのけろ」（豊田次雄・文、井江春代・画）についての手引

きである。

　幼児の生活指導を目標として、幼児の科学性をつちかうことをにも力を注

ぐ「ひかりのくに」5 月号は、トノサマガエルの子“ケロ”を主人公に、卵

からオタマジャクシにかえり、やがて一匹のカエルに生長した観察風のたの

しい物語の特集にしました。( 中略 )

　初夏の野外あそびなどを機会に、カエルの生態や、水せいこん虫や魚類な

どを観察させることによって、科学する芽ばえを養い、動物愛護の心も育て

させてください。

　まず「ひかりのくに」の絵の一つ一つを、幼児によく見させて、知ってい

ることや、かつての日に経験したこと、想像したことを話させてください。

ときには事実と相違したことも話すでしょうが、これは強くとがめずに、「あ

ら、そうかしら？」と、もう一度考えさせてみましょう。そしてわからない

ときは、やさしく教えてやってください。

　そのあとで、この本の物語を、話しことばで、興味づけて読んで与えてく
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ださい。

　また、そのあとで、主題歌や、カエルに関した歌をいっしょにうたうこと

もよいでしょう。

　なお、カエルは、カやハエなどをたべる益虫ですから、いじめないように、

注意しましょう。（「ママグラフ」1963 年 5 月 , p.12）

　このように、手引きには各作品のねらいを達成させるために大人の媒介の仕

方を具体的に指示する記述がみられる。上記の引用からは、母親に対し、教材

である絵本を用いて熱心に生活指導や科学教育を行う教育者としての役割を求

めていることが分かる。

　しかし、手引きから一歩離れ他の記事にも目を向けると、絵本をきっかけと

して必ずしもその内容にとらわれずに親子が対話を重ねること、あるいはそう

した空間を生み出すこと自体に大きな価値があるとする見方も散見される。例

えば、望月武子（日本総合愛育研究所）「絵本について」では、「きょう“ひか

りのくに”がお手もとに届きましたが、この絵本についてお子さんとどんな接

し方をなさいましたか」（「ママグラフ」1965 年 10 月号 , p.9）という問いかけ

がなされる。望月は「本は与えるだけであとは子ども任せという、いわば与えっ

ぱなしのかた」がいる一方で「本からできるだけの知識を与えようと一生懸命

に教えこむかた」もいると述べる。その上で、後者については絵本に「知的開

発についての過度の、せっかちな期待をしすぎてはいけません」（「ママグラフ」

1965 年 10 月号 , p.9）と注意喚起する。そして、「せっかく買ってあげた本を

読まないと嘆く前に、読んであげる前に、夕食前の一時お子さんといっしょに

絵をながめながら話し合いをする時間をもってみてはいかがでしょう。空想の

盛んなお子さんはすばらしいお話をつくるかもしれません。新しい発見をする

子どももあるでしょう。前に経験した思い出や、テレビや幼稚園での話を話す

かもしれません。絵から刺激され、『今度どこそこへ連れてって』とおねだり

になるかもしれません」（「ママグラフ」1965 年 10 月号 , p.9）とし、子どもの

話にしっかりと耳を傾けたり、それに対し助言したりすることが、子どもの情

操を養う上でいかに重要かを説いている。

　また、以下に示すのは、子どもが幼稚園から持ち帰った『ひかりのくに』を
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手に取った母親がその素晴らしさに感嘆するという、大西憲明（大阪市立大学

教授文学博士）による、宣伝を目的としたであろうフィクションの抜粋である。

ここには、手引きで期待されるような、ねらいに沿った絵本の扱いに忠実な思

慮深い教育者としての母親像とはまた少し異なり、保育絵本を子どもを通じて

受容する過程で絵本を介した親子の対話の重要性に対し自覚を強めていく愛情

深い母親という、『ひかりのくに』におけるもう一つの理想の読者像が投影さ

れていると考えられる。

　この幼いわが子、明るくすなおに伸びているわが子をじっと抱きしめてほ

おずりしたい願いに胸はずませいままでの育て方を考え、これでいいかと顧

み、もっとわが子の幸福を招きよせる手だてはないか、と思いをめぐらせて

いるのです。

　“あ、そうだ。わたしが子どもたちに絵本を与えているが、それでよかっ

たのかしら。幼稚園からいただいてくるあの美しくて明るい絵本。わたしは、

絵本がどんなに子どもの成長にたいせつであり、心の糧になって一生を支配

するかについて考えていなかった。もっと、この絵本のことを真剣に調べて

みよう”と、つぶやいて子どものへやに行き、お子さまの愛用の絵本をたく

さん持ってきました。（中略）

　よく見ると、これらのよい絵本は、みんな「ひかりのくに」でした。そし

て、次々と厚生省の中央児童福祉審議会から推薦されていました。

　“なるほど、そうだなー”と嘆声をあげ、こんなよい絵本でも、ただ、与

えるだけではいけない。子どもといっしょに話し合いをしながら扱っていこ

うと思ったのです。子どもに与えっぱなしにせず、読み方をやかましくいわ

ず、子どもに説明するだけですまさず、いっしょに考え、話し合いながら今

後もこの絵本を見、母と子で共通の広場をつくりあげようと決心したのです。

(「おかあさん新聞」1963 年 2 月号 , p.4)

　以上でみたように、別冊付録は、絵本の効果的な与え方に長けた母親が、絵

本を前に子どもと語らうことをとりわけ重視しており、そうした望ましい方向

へと実際の読者を導いていく機能を有していたことが明らかとなった。さらに、
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その背景には、教育手段としての絵本観と母子のふれ合いの手段としての絵本

観とが混在している状況があることもうかがえた。この点については再度次節

で触れることとしたい。

３．媒介者としての母役割の自明化

　別冊付録は母親が絵本の媒介者として子どもとの対話を重視するよう教導的

な役割を果たしていたわけだが、1960 年代も後半にさしかかると、こうした

状況にいくつかの変化が起こってくる。変化の 1つ目は、家庭だけでなく保育

現場における『ひかりのくに』の使用をも想定した記述が増えていくことであ

る。例えば、手引きにおける「次に、このお話は、このまま劇に使えるので、

先生方は大歓迎でしょう。2 月は、お遊戯会やら、発表会やら盛んです」（「マ

マグラフ」1967 年 2 月号 , p.12）などである。園で実践するための作品をもと

にした歌や劇遊びが楽譜やイラスト付きで紹介されることもあった。また、読

者層を保育者にも拡大するようになっていったことにもあわせて留意したい。

こうした別冊付録の方針転換は、絵本をめぐる保育界の動向と連動していた可

能性が指摘できる。それは、ひかりのくに刊行の雑誌『保育』上で「幼稚園や

保育所が、業者から、ただ、それを保護者へ流す中
マ マ

立ちの役目をとることはき

わめてもったいないことであり、もっと教育的意図のもとに活用すべき点はな

いかと考えさせられてしまいます」（『保育』1966 年 10 月号 , p.37）という声

があがっているように、保育絵本をよりいっそう保育に「活用」していこうと

する動きである。

　2 つ目の変化は、「見方・与え方」といったタイトルが文字通り示すように、

絵本の与え方についての指南役を担ってきた手引きが、1968（昭和 43）年 4

月号の別冊付録より「○月号編集にあたって」に改題されたことである。これ

にともなって、その中身も指示の具体性が薄れるようになる。また、「この絵

本のねらいは贈り物の本当のねうちは高価なもの、外見的なものではなくて、

感謝の心であること、そしてきょうだいが仲よく心を合わせて贈り物を考えて

いくということ、この点を読みとり感じとっていただければ、作者と画家と

編集者の苦心はむくわれます」（「ママグラフ」1968 年 5 月号 , p.5）のように、
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作品のねらいの押し出しが弱くなり、読者の解釈の多様性を前提とした作品の

解説が行われるようになる。また、「画家のことば」欄が登場するなど、絵本

をつくる側の重層性が前面に出されたことで、絵本を文化財としてとらえる向

きがより強くなっていく。このことは、別冊付録が有していた母親への教導的

性格が薄れていったことを示唆している。また、こうした変化は、1967（昭和

42）年 4月号を境目として、読者からの子育て相談欄や識者による家庭教育論

が減少し、代わって趣味や実用の記事が増加したことにも表れている。

　上記のような変化を象徴するのが、1967（昭和 42）年 4 月から 1968（昭和

43）年 3月にかけて別冊付録に連載された投稿欄「おかあさんと先生より」で

ある。東京と大阪に在住の母親と保育者（全て幼稚園）が 3月前の『ひかりの

くに』について意見や感想を述べるものである（投稿者数は年間計 23 人、母

親 16 人、保育者 7人）。編集者により選別されたであろうこれらの投稿は、出

版社側の恣意性を免れないものの、読者の生の声をうかがい知れる貴重な史料

と言える。実際そこには、保育絵本受容の多様な姿が自由に描かれている。例

えば、東京のある母親は、自分の息子とその友人、計 3人の子どもたちと一緒

に絵本を囲んだ語らいの様子を「だんだん声が大きくなり、われ先に数えよう

としてごちゃごちゃになって、『ねえ、ひとりずつ、順番にしようよ』…とい

うことになった。一つ一つ絵をおさえて数える子、目で追って数える子、十匹

まで数えて四列あるから四十匹と言う子。文のほうだけではあきたらず絵の中

の動物まで、みんな数えていった」（「ママグラフ」1967 年 12 月号 , p.5）と活

写する。大阪の幼稚園のとある保育者は「『おなかのすいたのねずみ』を手に

自分たちでそろそろ読めるようになった子どもたちは、絵を見たり、文を読ん

だりしながらけんめいにかれらなりの考えで話をしていました」という様子を

見て「どんなお話なの。まだ見ていないからお話してよ」（「ママグラフ」1967

年 8 月号 , p.5）と声をかけた時の子どもたちの反応をリズミカルな会話文で

報告している。これらの語りから透けてみえる情景は、少なくとも 1960 年代

前半までの『ひかりのくに』の手引きが企図していたような、予め出版社側が

設定したねらいに沿って、大人が子どもに操作的に絵本を与えていくという読

み方にはあてはまらないものも多い。

　また、同投稿欄でもう一つ注意を促したいのは、以下に例示すように、母親
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たちが『ひかりのくに』の作品や編集方針に対し概ね好意を寄せながらも、時

として辛らつな批評も辞さない点である。

　次に裏表紙の“きんのおの”は幼児には、ピン
4 4

とこなかったらしい。と云

うのは、金と鉄の価値の差がわからないから、従ってあの場合の正直である

と云うことがわからないらしく、正直者と云う行為の価値も勿論、わからな

いようであった。

　内容に重点を置かせるためには、あの漫画式の面はいらないのではないか

と思う。少しの余白でも教育的なものを！と考慮して下さる意図はよくわか

るが、却って、あの面をなくした方が、本の内容の価値が、子供達の心に印

象づけられて、又、意味づけられるのではないかと思う。（中略）（大阪・主

婦　氏名）(「ママグラフ」1967 年 6 月号 , p.5)

　1960 年代は、やがて「子ども文庫」と「親子読書会」が両輪となって全国

的に展開していく親子読書運動（清水 1987, p.10）が始動していく最中にあっ

た。1960 年に椋鳩十を提唱者として鹿児島県で発祥し、同運動の先駆けとなっ

た「母と子の 20 分間読書」は、「教科書以外の本を子どもが 20 分くらい読む

のを母が、かたわらにすわって、静かに聞く」（椋 [1961] 1990, p.9）というも

のである。椋はこの取り組みを、日々の雑事に追われ子どもと十分に接触でき

ない母親を子どもの手に取り返すためのものとし、「母と子の心のじかのふれ

あい」（椋 [1961] 1990, p.57）の重要性を呼びかけている。ここには、母子で読

書空間を共有することを最上の目的とする書物観がみて取れる。別冊付録上で

も「最近、母と子の読書運動が全国的に広がり、母と子が読書を通じてのふれ

合いこそ、子どもの人格形成に大いに役だつものだといわれています」（「ママ

グラフ」1965 年 4 月号 , p.12）と述べられる。また、ひかりのくにから 1968（昭

和 43）年に全 4巻で出版された『good-night story きょうのおはなしなあに』は、

親が子に一日一話読み聞かせることを想定し、頁数の代りに日付が入ったもの

であるが、この単行本の出版は親子読書運動の高まりを受けたものであったこ

とが社史で言及されている（ひかりのくに 1995, pp.127-128）。以上から、先に

確認したような 1960 年代後半の別冊付録上の変化が、親子読書運動の興隆と
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いう世相と相関していることは疑いようもない。しかしながら、「母と子の 20

分間読書」やこれに連なって各地で起こった同様の取り組みが小学校を主な

舞台とし、独力で読書ができる小学生を対象の中心に据えていた（清水 1987, 

pp.79-86）ことを考慮すると、読み聞かせや語らいのような絵本の取り扱いの

模範を示し、幼児に対し絵本を媒介する母親の役割について繰り返し論じた点

で別冊付録の果たした役割は大きいと言える。

　以上から明らかとなったように、1960 年代末にかけて、絵本をめぐる母親

の媒介が自明のものとなり、母子のふれ合いの手段としての絵本観が広がって

いくのと連動して、別冊付録は保育絵本の「与え方」の指導書的性格を徐々に

脱していった。このことはすなわち、別冊付録をゆりかごとして、『ひかりの

くに』を受容した母親がその創作や編集により直接的な影響を及ぼしうる、教

育手段やふれ合いの手段としての絵本観を内面化した家庭教育の担い手として

育ってきつつあったことを意味していよう。

４．結論

　1960 年代半ば過ぎまでの別冊付録からは、保育絵本の有する教育効果をい

かに発揮させるかという視点から、有能な媒介者としての役割を母親に期待し、

家庭での使用について指南していこうとする意図をよみとることができる。別

冊付録では、幼稚園や保育所への理解を示しながら、子どもの健やかな成長を

願って熱心に家庭教育を行うことが母親に求められ、そのための専門家による

種々の方法論が展開された。そうした中で、保育絵本の使用にあたっては、知

育の過熱傾向をけん制しつつ、時に生活指導や読書教育上の目的を達成するた

めの手段として、また時に子どもの人間形成に直接的に効する働きかけとして、

絵本を前にして母子で語らうことの重要性が繰り返し主張されたのである。こ

のことは、裏を返すと、そうした絵本のよみ方が全ての『ひかりのくに』受容

層にとって自明ではなかったことを意味する。

　一方、1969（昭和 44）年 4 月、「ひかりのくにグラフ」への改題によって別

冊付録が明確に「母」向けを謳った時代は終わる。要因として推測できるのは

以下 2 点である。1 点目は、媒介者としての役割を自認するようになった現実
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の母親が、もはや教導の対象ではなくなりつつあったことである。これと関連

して、親子読書運動の興隆を背景に母子で読書空間を共有すること自体が重要

視されるようになるにつれ、絵本の受容の多様化が促されたことも一因として

考えられる。2 点目は、読者層を母親に限定せず、保育者にまで拡大するよう

になったことである。ここで着目すべきは、口演童話が主流であった幼稚園や

保育所において徐々に絵本の位置づけが変容しつつあった可能性であるが、こ

の点については別途検討することとしたい。以上のように、母親たちは 1960

年代を通じて「少ない子どもを良い子に育てる」ための手立てとしての絵本を

発見し、子どもへの与え方を会得していった。『ひかりのくに』の母親向け付

録はそうした母親たちを育成することに一定の役割を果たしたといえる。

　「高等教育ばかりでなく、幼児期教育の大衆化も進み、親の所得や職業、子

供の男女差などにかかわりなく、あらゆる形態の教育サービス商品が大衆レベ

ルで受け入れられる傾向が短期間に強められていった」（岩田 1991, p.15）高

度経済成長期、絵本という幼年メディアがいっそう普及する中で、大人が教育

的意図から絵本に積極的に関与すべきという考えはすそ野を広げながら広く共

有されるようになっていったと考えられる。本稿はその歴史的経緯を明らかに

する上で、戦後の保育絵本に照準することの意義をまずは示したと言える。

註

(1) 4 月の新年度に契約したものが毎月 1年間にわたって配本される仕組みになっている。

(2) 1952（昭和 27）年に「ひかりのくに昭和出版」、1970（昭和 45）年に「ひかりのくに」に商号

を変更している。

(3) 『保育』と『月刊保育カリキュラム』は、1974 年に併合され『保育とカリキュラム』となり現

在に至る。

(4) 創刊時には本社に加え大阪、京都、石川に各 1 店舗ずつ販売店を開設していたが、1965（昭

和 40）年の段階までで東京支社をはじめ、北海道から沖縄までのほぼ全ての都道府県に営業

所や代理店を開設・増設するまでに販売網を拡充していた（ひかりのくに 1995, pp.120-126, 
pp.172-178）。

(5) これ以前は『おかあさん』と題された増刊号が不定期に出されることがあった。また、後年、

ひかりのくには家庭教育雑誌『園児のお母さん』(1977-1990) を出版している。

(6) このうち、1960 年 1 月、1960 年 2 月、1961 年 3 月、1961 年 4 月の各号は未見である。
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(7) カッコ内の肩書は、当時の別冊付録の誌面に記されたものである。以下同様。
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 This paper discusses how mothers of kindergartners were expected to act 
with	regard	to	children's	picture	books	that	are	published	on	a	monthly	basis,	and	the	
role played by these books in the history of child raising. In Japan, a lot of monthly 
children's	picture	books	including	Hikari	No	Kuni	were	issued	after	World	War	II	and	
rapidly became commonplace with their direct-sales style to kindergartens and nursery 
schools.	The	focus	of	this	paper	is	placed	on	the	Hikari	No	Kuni	children's	picture	book	
supplementary	volumes	for	mothers	(1959‒1969).
	 The	 analysis	 revealed	 that	 supplementary	volumes	of	Hikari	No	Kuni	
explained to mothers the educational value of picture books, and recommended to talk 
with	their	children	by	using	picture	books.	This	movement	reflects	that	society	at	that	
time	was	increasingly	enthusiastic	about	children's	education	including	that	for	young	
children, and greatly encouraged home education. In response to this, the readership, 
namely, mothers, were led toward taking on the responsibility for home education with 
an internalized view of picture books as a means of education and communication. In 
that	sense,	the	supplementary	volumes	had	a	definite	role	in	promulgating	the	idea	that	
adults should be actively involved with picture books for the educational purpose.

Historical Study of Mother's Attitude Towards Monthly Picture Books:
Focusing	on	Supplementary	Volumes	of	Hikari	No	Kuni	in	the	1960s

IOKA, Mizuhi
(Osaka	University	of	Comprehensive	Children	Education)


