
“The Little Prince (Le Petit Prince)” 

朝さろん 43rd morning 

〈本棚拝見(リクエスト特集)（１）〉 

朝さろんの本棚〈43〉 

サン=テグジュペリ『星の王子さま』について 

 

43rd morning：2015 年 1月 15日(木)＠渋谷 

参加者：9名 

 

『星の王子さま』は、詩的なイメージと対話篇で、生きる姿勢、心のあり方を問いかける作品。 

 

【テーマ】 

  〈本棚拝見(リクエスト特集)（１）〉 

⇒ 参加者の方が推薦してくださった本をみんなで読みます。どんな本が選ばれるのか。推薦者は「選

書」の時になにを考えるのか。選ばれた本がどんな風に自分の興味関心と重なり響き合うか。本を

選びお題を設定した他者の関心に、自分がどう寄り添えるか――。 

こんなあたりをアタマの片隅に置きながらも、思い思いに楽しんでもらえるシーズンです。 

 

【本】 

『The Little Prince (Le Petit Prince)』1943 年（於:アメリカ合衆国/英語版、仏語版）  

日本語初訳：『星の王子さま』（岩波書店、1953 年） 訳者：内藤濯  

 

【アントワーヌ・ド・サン=テグジュペリ （Antoine de Saint-Exupéry）】 

The name of Antoine de Saint-Exupéry（1900 年 6 月 29 日 - 1944 年 7 月 31 日） will be 

familiar to many as the author of the extremely popular novella The Little Prince, which has 

been translated into more than 250 languages and is thought to be among the top three selling 

books in the world. Like much of his writings the story draws on Saint-Exupéry’s 

experiences as an aviator, telling the tale of a crashed pilot’s encounter with a young Prince 

fallen to Earth. Flying in the French army since the early 20s, with a period working in the 

fledgling world of international postal flight, he produced several books on the his experiences 

in the air, including Night Flight in 1931 which propelled him to international recognition. In 

1935, he miraculously survived a desert crash over the Sahara whilst trying to break the 

speed record in Paris-to-Saigon air race. With his co-pilot Saint-Exupéry survived for four 

hallucination-filled days before a Bedouin discovered them and administered a native 

rehydration treatment that saved their lives. The experience would figure prominently in his 

1939 memoir, Wind, Sand and Stars, winner of the US National Book Award, and is referenced 

also in The Little Prince. With the outbreak of World War II, Saint-Exupéry returned to the army 

flying in the reconnaissance squadron of the Armée de l’Air, but moved to the US and Canada 
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after the French surrendered, in this time writing The Little Prince. Keen to get back to action 

he joined the Free French Air Force, for whom he mainly carried out dangerous reconnaissance 

missions. It was on such a mission that he disappeared in July 1944, presumed shot down and  

killed.   http://publicdomainreview.org/collections/class-of-2015/#sthash.cUxcOCOj.dpuf 

 

 

アントワーヌ·ド·サン=テグジュペリの名前は、非常に人気の小説の著者として多くのひとびとによく知

られています。『星の王子さま』は 250 以上の言語に翻訳されていて、世界で最もよく売れている 3

つの本の一つであると考えられています。この物語は、彼の著作の多くがそうであるように、サン=テグ

ジュペリの飛行士としての経験が生きています。地球に落ちた若い王子と墜落したパイロットの出会い

の物語が描かれています。フランス軍パイロットとして飛んだ 20 世紀初頭以来、国際郵便飛行の駆

け出しの世界で働き大空を駆けた彼の体験や思索は『夜間飛行』（1931）を含むいくつかの書籍にま

とめられ、これらの著作を通じての彼の活躍は国際的に認知されていきました。1935 年、彼はパリ‐

サイゴン間のエアレースで最速記録を破ろうとしている中、サハラ砂漠横断の途上で事故にあいまし

たが、奇跡的に生還しました。ベドウィンが発見する前の数日間、サン=テグジュペリと副操縦士は４つ

の幻覚症状に苦しんでいたといいます。発見された彼らは、自然な水分補給作用を取り戻すための

処置を施され、なんとかこの事故を生き延びることができました。こうした体験は、彼の 1939 年の回

顧録『人間の土地』に綴られています。この本は全米図書賞を受賞し、『星の王子さま』と共によく知

られています。第二次世界大戦の勃発で、サン=テグジュペリはフランス空軍に偵察飛行隊として戻

ったが、ちょうど『星の王子さま』を執筆している頃にフランスが占領され、米国とカナダに亡命した。 

飛行活動に熱心だった彼は自ら志願してフランス自由空軍に入り、主に危険な偵察任務に従事しま

した。1944 年 7 月、撃墜されたと推定され、帰らぬ人となった時の任務も、このような危険極まりな

い状況下での任務の最中のことでした。  

2000 年 5 月 24 日に（水中に沈んだ破損機体の）残骸がサン=テグジュペリの搭乗機であること

を確認。このことが 2000 年 5 月 26 日にマスメディアで報じられ、世界中に知られるところとなった。

2008 年 3 月 15 日付『ラ・プロヴァンス（電子版）』（プロヴァンスのローカル紙）に、当時 Bf109 のパ

イロットだったホルスト・リッパート（de:Horst Rippert）曹長がサン=テグジュペリの偵察機を撃墜したと

する証言が公開された。彼自身もサン＝テグジュペリ作品の愛読者だといい「長い間、あの操縦士が

彼では無いことを願い続けた。彼だと知っていたら撃たなかった」と話していた。 

 

 

【ストーリー】 

パイロットである主人公の「ぼく」は、ある日小さな星の「王子」と出会う。 

「王子」は「ぼく」に、色んな星の話をしてくれて、ある目的があって、地球に来たことが分かる。 

物語の最後、「ぼく」と「王子」は一つだけ約束をして、別れの時を迎える。 
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【推薦者からのコメント】 ≪ くらちさん ≫ 

 私は子どもの頃からこれまでに３回、『星の王子さま』を手に取る機会がありました。 

 その度に読んだ感想や気になるところが全然ちがうので、それがとても印象にのこっている作品です。 

 自分の３回を比べただけでも全然ちがうのだから、他の人といっしょならもっとちがうところや新しいお 

もしろさに気づけるんじゃないか？ そう考えて朝さろんでリクエストしてみることにしました。 

 いろいろな人による翻訳も出ている作品ですが、だれの翻訳で読んでいただいてもかまいません。 

 あなたの感想が聞けるのを楽しみにしています。 

 

【お題】作品を読んで次の問いについて考えてみましょう ※くらちさんより 

 

１、『星の王子さま』の本の帯を考えてください 

      ↓ 

☆「大切な人のつくり方、教えます」 

☆「大人のあなた。あなたの心の中にいる星の王子さまに会いにいきませんか。 

１本のバラを愛した王子さまに。」 

☆「素直に怒り、素直に泣き、素直に悲しみ、素直に寂しがる。 

そして旅立つのです。素直にこわがりながら…」 

☆「愛するってこと、友だちになるってこと、いろんないきもの、いろんなひとがいるってこと、旅立つこと。」 

☆「愛しかたがわからなかったって言うのかい？愛しあってたとおもうよ、きみたちは。」 

☆「いつも余白を用意しておくれ。ぼくのために。きみの大切なもののために。」 

☆「問．“大切なものは、目には見えない”とは、誰のことばか？ 

１．ヘビ           ３．バオバブの木 

２．バラの花       ４．キツネ 

王子様のことばだと思っていた、大人のあなたへ  ＿＿＿答えは、読めば見える」 

☆「あなたにとって大切なものは、見えていますか？」 

☆「きみの大切なもの、どこかにあるはずだよ。」 

 

２、冒頭で出てくる、大蛇（帽子）の絵の内側を想像して絵をかいてください 

３、『星の王子さま』の登場人物の、目に見えていないちがう一面を想像してみよう 

４、７章で王子さまが真っ青になるくらい怒ったのはなぜなのでしょうか 

５、ふるさとの星から旅に出た王子さまがさがしているものは何だったのでしょうか 

６、「大切なものは、目には見えない」ことがこの本の中で一番伝わってくる場面はどこでしたか 

７、『星の王子さま』を題材に哲学カフェを開催します。あなたならどんなお題にしますか 

 

＊時間内で全部をじっくりとはできないと思いますが、「ぼんやりとでもいいので考えてきてほしいな」というつ 

もりで質問を多めにしました。 
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【解題】 『星の王子さま』について 

 

 

 

 

 

 

 

"大切なものは目には見えない"  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"きみのバラをかけがえのないものにしたのは、きみが、 

   バラのために費やした時間だったんだ" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"おとなは数字が好きで、一番大切なことは何も聞かない" 
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●池澤夏樹訳「訳者として」より 

「王子さま」は「ぼく」に旅の途中で得た見聞と、それをきっかけに彼が考えたモラルを語る。 

このモラルがいかにもフランス的な、人間そのものに根ざした、理屈を超えて心と心の共感を求めるよ

うな、そのためのスキルを教えるような、ものなのだ。 

この本は要約できないことを伝えるために書かれた。ストーリーがあっさりしているのはそのためだ。 

＊ 

（アントワーヌは）郵便飛行士と言う職業に就いた。郵便飛行はサービスの範囲を広げ、信頼性を

増していった。その過程を彼は『夜間飛行』に書いた。 

飛行機という道具によって世界と人間を知ろうとした。そのいちばんの成果が、「大地はわれわれ

人間について、万巻の書物より多くのことを教えてくれる」という文章で始まる『人間の土地』である。 

『星の王子さま』はその先にある。第二次世界大戦でフランスはドイツに占領され、サンテグジュペ

リは亡命のような形でアメリカにいた。彼にとってはとても辛い時期だった。混乱した生活の中から、生

きるよすがのように、作者の二人の分身の間の会話と言う形の作品の構想が生まれた。語り手のパイ

ロットも「王子さま」も共にサンテックス自身である。ヒロイズムはもう影をひそめ、砂漠と化した地球で

魂の渇きに耐えて生きるすべ、井戸を見つけるための知恵が語られる。その井戸には今も水が湧い

ている．というのが薬を終えた感想だった。 

＊ 

自然に対して働きかけ、その過程を通じて真理の断片を得る。書斎で黙想する哲学者ではなく、

外に出て働きながら考える思想家。これが彼の生き方の基本姿勢であり、だから彼はパイロットという

職業を持つ文学者になった。飛ぶことを通じて得たものを文学に持ち込んだ。 

「王子さま」はバラの世話を通じてバラを愛するようになる。すべてはこの働きかけから始まる。この

自然への積極的な姿勢をこそキツネは「飼い慣らす」と呼ぶのだ。 

 

 

 

 

info； 

★星の王子さまミュージアム 箱根 仙石原  
http://www.tbs.co.jp/l-prince/about/index-j.html 

★寄居星の王子さまＰＡ 埼玉 深谷  
http://www.lepetitprince.co.jp/ 
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【まとめ】 

 

約 1 年振りのリクエストシーズンの到来です。バリスタが提案する４つのシーズン（季節一巡）が終

わるとやってくる、参加者主体の「なにが出るかお楽しみ」の推薦書を取り上げる 3 ヶ月です。 

このシーズンで感じるのは、推薦者が担当回の構成や進行までをふくめて、全体的な視点から、そ

の推薦書の魅力を引き出そうとしてくださったり、本の勘所をみんなで味わうためにどんなお題がいい

か工夫を凝らされたりしている点です。 

それは単に、推薦者ご自身の＜読書体験や考え方（≒本棚）を伝える＞ということではないのでし

ょう。そこには、参加者ひとりひとりが持っている“本棚”の中にその一冊を新たに加えてもらうために必

要な、手間暇なのだと思います。 

 参加者に本を届けるために手を掛けること
．．．．．．．．．．

、工夫を凝らし
．．．．．．

、たくさん考えること
．．．．．．．．．

。 

 この姿勢はなんとなく、今回の作品『星の王子さま』にも通じるような気がします。 

 

推薦者のくらちさん、本当にありがとうございました！  

（ちなみに朝さろん初の外国作品なのでした） 
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次回☞  テーマ：〈本棚拝見(リクエスト特集)（２）〉 

□〈本棚拝見(リクエスト特集)(2)〉 

   2015/2/12(木) ：『きみが住む星』 文/池澤夏樹、写真/エルンスト・ハース 

 

□〈本棚拝見(リクエスト特集)(3)完〉 

2015/3/12（木）：『パパ・ユーア クレイジー』 ウィリアム・サローヤン 

 

付録；一緒に考えるということ ～『探究の共同体』より～ 

 ・「参加」…探究の共同体では、参加者が平等に発言することが奨励されるが、強制されはしな 

い。 

 ・「顔と顔が向き合った関係」…このような関係は探究の共同体にとって本質的ではないかもしれな

い。しかし、顔と顔を向き合わせることは非常に有益である。顔は、私たちが常に読み取

り解釈しようとしている意味という複雑な構造物を収納する容器である。意味は、お互い

に至近距離にある顔のきわめて生き生きとした特徴によって生み出されるのである。 

 ・「熟慮」…熟慮には選択に関する考察が含まれている。私たちは熟慮するときに、いくつかの選択

肢を取り上げて、それぞれの選択肢を支持する理由を吟味しながらよく検討するのであ

る。熟慮はたいてい、判断を下す準備の段階で生じるので、そのプロセスは理由と選択

肢の「比較考量」と言われる。熟慮をディベートと対比しておくのは有益かもしれない。熟

慮においては、自分自身が信じている立場を他の人に受け入れさせようとする必要はな

い。他方で、ディベートにおいては、他人に受け入れさせようとしている立場の正しさを自

分が信じている必要はない。 

・「問うこと」…どの問いも、世界の一部分を問いに付すことができるというグローバルな可能性を秘

めている。そしてこのことが、可謬主義への道を開くのに役に立つ。可謬主義とは、自分

が気づいていない間違いを発見するために、自分は間違っていると仮定することである。

このことは明らかに、「正しい答え／間違った答え」という古めかしい二分法に対する新し

い機会を常にうかがっていなければならない。これは習慣の問題ではない。そうではなく

て、多くの実践と習慣は、たとえそれが十分に正当化されておらず価値が疑わしいもので

あっても、創造的に問うことによってのみ見出されうるものであるからである。 

・「議論」…思考のスキルを伸ばすのに議論ほどよいものはない。このことはおそらくどの教科につい

ても言えることだが、とりわけ思考力の育成を目的とした授業には当てはまる。何らかの

理論的に重要な論争点をめぐって議論している仲間たちが、議論を通してある同じ教科

に巻き込まれていくのが一番よい流れである。私たちが最もうまく推論したり、最も関連の

深い知識を利用したり、最も理性的な判断力を発揮したりするのは、そのような場合にお

いてなのである。 
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