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朝さろんの本棚〈18〉 

松谷みよ子『モモちゃんとアカネちゃん』について 

 

18th morning：2013 年 12 月 13 日(木)＠渋谷 

参加者: 7 名 

 

【テーマ】 

 〈物語の役割（３）完〉 

 

【本】 

 松谷みよ子『モモちゃんとアカネちゃん』(講談社文庫) 

 [単行本:『モモちゃんとアカネちゃん』1974 年、講談社刊] 

 

【松谷みよ子(まつたにみよこ)】 

東京に生まれる。1926 年、裕福な社会派弁護士の家の末っ子として生まれ、「じょうちゃ

ん」と可愛がられてきた松谷さん。父上の急死から生活は困窮。やがて戦争になり「軍国

乙女」として会社勤め、田舎暮らしを経験し、坪田譲治氏に才能を見いだされる。一方、

周囲の反対の中、劇団主宰者で絵本作家の瀬川拓男氏と結婚、そして離婚するまでが、端

正で、時におきゃんな文章で語られる。読みどころはまず『貝になった子供』『龍の子太

郎』が高く評価され、作家として自立していく過程。文章を書きたいという根源的な衝動

は、戦時下、「小さな童話を、小さなメモに記していることが……たったひとつ、生きて

いる証だった」という一文に集約されている。そして、『モモちゃん』シリーズでもお馴

染みの、結婚生活が破綻していくさまは、一編の小説のように切ない。「ウサギの穴に落

ちちゃった」結婚、時に自分が「狂う」、リベラルすぎる夫との暮らし。それでも瀬川氏

の「民話の採訪」に魅せられていき、後に多くの民話を現代に復活させる仕事に、苦悩の

日々は見事に結実されていく。1951 年、「貝になった子供」で児童文学者協会の第 1回児

童文学新人賞を受け、以来、『龍の子太郎』(国際アンデルセン賞優良賞)、『ちいさいモ

モちゃん』(野間児童文芸賞)、『モモちゃんとアカネちゃん』(赤い鳥文学賞)、『アカネ

ちゃんのなみだの海』(野間児童文芸賞)、『あの世からの火』(小学館文学賞)ほか、数々

の賞を受けている。 

 

【ストーリー】 

児童文学に初めて結婚の真実を伝えた名作。妹アカネが誕生し、4人家族になったモモちゃ

ん。靴だけが帰ってくるようになったパパ。体調を崩したママのところには死に神までや
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ってくる。モモちゃんと妹のアカネちゃんは少し大きくなって――。結婚のみならず、離

婚や別れとはなにかを明確に教えてくれた、優しい言葉で胸に刺さる真実。 

 

 

【議題】 

１．この本「モモちゃんとアカネちゃん」を売るための、販促用の帯を作ってください。 

  帯には“キャッチコピー”と“推薦文”を入れてください。 

 

「もっか冒険中！」 

 

モモちゃんは、アカネちゃんという妹が生まれお姉さんになります。 

春になると、小学 1年生になります。勉強もします。 

お友達とけんかや決闘もするけどすぐに仲直りします。 

飼いネコのプーは、モモちゃんがうまれたときからいつもいっしょで仲良しです。 

ジャムというなまえのおよめさんだっています。 

妹のアカネちゃんは、靴下のふたごの兄弟、タッタちゃんとタアタちゃんと仲良しです。 

ふたりはアカネちゃんが生まれて、いっとう先のいちばんのお友だちです。 

アカネちゃんがひとりで寝ていてつまんないときは、お部屋を飛び出してみんながなにし

ているか見てきてくれます。 

そして、アカネちゃんが一生懸命寝返りの練習をしていると応援してくれます。 

そんなふたりに困ったことが起こるとアカネちゃんは助けに行きます。 

大変！ママは死神にとりつかれてしまいます。 

どうしましょ！ 

困ったママは森に住むおばあさんを訪ねていきます。 

ママは死神からのがれることができるの？ 

パパはどこ？なんでいつも靴だけ帰ってくるの？ 

おいしいものが大好きなクマさんは、アカネちゃんのお誕生日の日におうちにモモちゃん

とアカネちゃんを招待して、おかゆをごちそうしてくれます。 

それだけではありません。アカネちゃんが病気になり入院して一人ぼっちでお留守番をす

ることになってしまったモモちゃんに、クマさんはおいしいものを作って、アカネちゃん

とママが帰ってくるのを一緒に待っていてくれます。 
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―モモちゃんとアカネちゃん― 

 

おとなの“げんじつ”とこどもの“そうぞう”を 

じっくりクツクツにこみました。 

あなたの一番たいせつな記憶を温める 

やさしい、かなしい、いとしい 味。 

大人も子供も「成長する」ってこういうこと 

 

小さいときに、誰にでもいた頭の中の自分だけのお友達、内緒の話が本当になったのがこ

のお話。飼っている猫がしゃべってくれたり、森のくまさんが家にお手伝いに来てくれた

り、野菜さんたちが美味しい料理になるために尋ねてきてくれたり、そんなことがモモち

ゃんとアカネちゃんのおうちには毎日起きているのです。みんな得意なことをして、お互

いを助けています。  

猫のプーの得意は、顔をくるっと洗ってお天気を当てるだけじゃなく、ちょっと怒りんぼ

うになっても、困った人をこっそり助けちゃうところです。靴下のタッタちゃんとタアタ

ちゃんは協力するのがとても得意、モモちゃんの得意は頑張り屋さんのところ、アカネち

ゃんの得意はみんなを笑顔にしちゃうところ。  

この本の中で、モモちゃんとアカネちゃんが自分の得意なことをどんどん見つけていく中

で、パパとママにも得意なことがあるけれど、それは一緒にいるより別々にいた方がもっ

と上手に出来るってことに気づいてみたり。  

自分の得意なことはなんですか。近くの人の得意なことはなんでしょう？みんなのその「い

ろいろな得意」をいいなあと思っているかな、自分と違うから苦手だなと思っているので

しょうか。  

この本を読んで、小さいときに会いたかったお友達と、あなたの「得意」も見つけちゃい

ましょう。 

 

 

 

覚えていますか？ かつて自分が「モモちゃん」だった頃を。 

――絵本「いない いない ばあ」の松谷みよ子が贈る、もう一つのロングセラー。 

あたたかでちょっぴりせつない家族のお話しです―― 

 

すこし大人になりすぎちゃった、あなたへ 

記憶再生装置、スイッチオン‼  この本は、大人になって忘れてしまった、やさしくて豊か

な時間の流れと、目に見えない大切な気持ちを次々と思い出させてくれる物語です。 
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自分のこども時代を振り返りながら、大人の自分と一緒にこの物語の中に飛び込んでみま

せんか。 

この本に出てくる小学生のモモちゃんや赤ちゃんのアカネちゃんと一緒に、今よりも大き

くておしゃべりな世界に戻り、こども時代をまた生きてみましょう。 

モモちゃんのママやパパ、猫のプーとは、こっそりと大人の会話を交わし、ときにファン

タジーな世界に身をゆだね、現実との狭間で深呼吸をしてみましょう。気づくこと、たく

さんあるかもしれませんよ。 

そんな物語の力を信じて、あなたに託す、お話しです。 

もしも、この本を読んであなたの感性が瑞々しく膨らんできたのなら、あなたの中にいる

モモちゃんやあなたのそばにいるモモちゃんをしっかりと抱きしめてあげて下さい。 

あなたの物語になることを願って。 

 

 

 

「こどももおとなも、つつみこむようなおはなし」 

 

こどもだって、おとなだって、まいにちいろいろなことがあります。 

うれしいことも、かなしいことも、しあわせなことも、つらいことも。 

それをいっしょうけんめいうけとめて、かんがえます。 

「どうしよう？」 

そんなひとりひとりをきちんとつつみこんでくれる「なにか」がきっとある。 

『モモちゃんとアカネちゃん』はそれをしんじさせてくれるものがたりです。 

どうぞ、あなたにもその「なにか」がみつかりますように。 

 

 

 

世界が物語であふれていた頃 

 

なんでこんなに胸が苦しくなるんだろう。 

こんなにあったかい物語なのに。 

幼年時代はだれにでもあったはず。だけどそこに流れる時間がどんなに特別だったか、だ

れもその時には気づけない。気付くのはいつだって過去になってから。 

だけどこの本を読んでいるあいだだけは、幼年時代に、世界が物語に満ちあふれていた「い

ま」に帰れる。 

だからこんなにも胸が切なく、そしてあたたかくなる。 
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２．この物語におけるパパについて、考えてみましょう。 

この作品は子どもたちの成長譚であると同時に、ママを中心とした家庭/家族をめぐるお

話しでもあります。離婚することになるママとパパですが、語り手によってパパは注意

深くその姿を隠されています。 

「パパの姿がみえたり、みえなかったりするのです」p27 

「それ、パパのためなの？」p29 

「パパは……いないといったらいいのでしょうか、いるといったらいいのでしょうか」p34 

         ↓ 

「パパがうちのなかからでてきました」p104 

このパパとママに関係はさまざまな比喩や寓意で描かれていますが、物語に隠された裏側

で、どのような関係でいたのか、そこを自由に話してみたいと思います。 

・靴、とはどんな喩え（イメージ）なのか。 

・「とても丁寧にお話するようになりました」p17 とはどういう心境からか。 

・「人間って、ときどきヘビになるのじゃないかしら」p65 で言う、ヘビとは？ 

離婚をめぐる最中、ママはヘビになっていたのだろうか？ 

 

 

【解題】『モモちゃんとアカネちゃん』について 

――児童文学―― 

●大人である作家が書き、子どもが読む文学。大人と子どもの、ことばの上の「へだたり」。

「へだたり」を越えて、子どもとコミュニケーションしようとするものとしての児童文学。 

●子ども読者とのあいだにあるへだたりをこえるために、子どもの話しことばを仮装し、

子どもの認識と感受性の方へまわりこもうとする。これは、児童文学にとってもっともラ

ジカルな方法。 

●「非対称的コミュニケーション」としての児童文学。「子どもの話しことばの仮装」は「子

ども読者」の仮装、「子ども読者」への誘惑。濱野京子『その角を曲れば』(講談社、2007

年)や草野たき『反撃』(ポプラ社、2009 年)までつづく現代児童文学の方法。 

●「媒介者」とは 

子どもの本における「顧客の二重性」(菅忠道「児童文学史の方法について」、『新児童 

文化』1940 年 12 月) 子どもの本を読む層と買う層 

児童文学の作者(発信者)――大人 

     ｜ 

媒介者 ――親、教師、保育者、児童書サークル、編集者など 

     ｜ 

読者(受信者)――子ども 

●詩的・象徴的なことばで心象風景(心の中の景色)を描く「近代童話」から、散文的・説



“To call myself beloved, to feel myself beloved on the earth” 
朝さろん 18th morning 
〈物語の役割(３)完〉 

 6 / 8 
 

明的なことばで子どもをめぐる状況(社会といってもよい)を描く「現代児童文学」へ。 

●〈近代のことばは対象を指示し限定し、あらゆる存在のなかからそれを区別し、取り出

そうとする。同時に抽象化され記号化されている。これにくらべて原始的なことばは具体

的であり、ものそのものに近く、生命力さえも持っている。未明は分化したことばを使っ

て、その指示・限定とは逆に、ことばの意味をふくらませ、指示物に感情を吹きこんだ。〉 

(古田足日「さよなら未明」、『現代児童文学論』くろしお出版、1959 年所収) 
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【まとめ】 

子どもには育つ力があるが、育てられ、守られなければならない。 

言い換えれば、子どもは育て守らなければならないが、育つ力を持っている。 

少子高齢化社会を迎えた子育ては、子どもが大人の保護のもとに置かれがちになり管理に

つながる場合が増えている。子どもの育つ力をどう応援するか。 

 

児童文学や絵本の中の子どもたちの姿を見ながら、子どもの発達心理臨床をみていくこと

は、子どもの内に潜む育つ力を再確認し、子どもを理解することにつながり、日々のあり

ように何らかのヒントがあるように思う。 

 

なぜ読むことで再確認できるか。 

親と子という関係をいったん離れ、物語を介して子どもをひとりの他者として観るまなざ

しを獲得できるからだ。 

⇒〈 物語の役割〉完 
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