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初対面でも同じ動作をする者はすぐ仲よしになる
―― 絵本『たからさがし』を引用・加工した宮崎駿監督 ――

浅野俊和（教育学部子ども教育学科教授）
中川李枝子文・大村百合子絵『たからさがし』（福音館書店、1994 年）は、1970 年代に宮崎駿監督が
手がけたアニメーション作品を読み解く鍵の１つです。この絵本は、1964 年 11 月に月刊『こどものとも』
の第 104 号として発行された後、1994（平成６）年に「《こどものとも》傑作集」の形でハードカバー版
も出されており、現在でも簡単に入手することができます。そのストーリーは、手元の解説本『おじいさんが
かぶをうえました――月刊絵本「こどものとも」50 年の歩み』（福音館書店、2005 年）によれば、次のよ
うなものです。「ゆうじとウサギのギックが、魔法の杖を取りあいます。かけっこや相撲でどちらかに決めよ
うとしますが、なかなか勝負がつきません」（p.173）。
この絵本の物語は、拾った杖をめぐるゆうじとギックの対立関係が、かけっこや相撲での競いあいを経て、
最後は仲よしに変わるという、実にたわいもないものです。しかし、それらの描写、特に絵の表現は、冒頭で
記したように宮崎監督の作品へと生かされ、魅力的な場面をつくり出しました。
まず、1972（昭和 47）年に公開された『パンダコパンダ』（原案・脚本・画面設定：宮崎駿、演出：高
畑勲）では、主人公の小学生ミミ子ちゃんと子パンダのパンちゃんがはじめて出会う場面に、その端緒を見る
ことができるでしょう。ミミ子ちゃんが「あたしたちきっと友だちになれるわね」と話しかけた後、彼女は得
意の逆立ちをしてみせます。その思いに応えたパンちゃんは何をしたかと言えば、同じように逆立ちをする
のです（実際にはうまくできませんでしたけれど）。ここに描かれているのは「初対面でも同じ動作をする者
はすぐ仲よしになる」という点であり、失敗を「アッハハ……」とお互いに笑ったら、もう心も通いあってい
るといった独特の語り、あるいは子どもの姿でしょう。
そして、そうした「初対面でも同じ動作をする者はすぐ仲よしになる」という関係性を描く映像表現は、
1978（昭和 53）年のテレビアニメーション『未来少年コナン』（全 26 話）において、絵本『たからさが
し』と全くそっくりな姿で引用・加工され、再び登場します。それは、第３話「はじめての仲間」で、主人公
コナンが親友ジムシィ（ジムシー）とはじめて出会う場面です。その表現の巧みさは、実際の映像をご覧にな
っていただくしかありません。しかし、それでは何も伝えられないため、尾形英夫編『ロマンアルバム
EXTRA46 未来少年コナン』（徳間書店、1981 年）から、取りあえず、ストーリー紹介の一部を載せてお
きましょう。「『ここはオレの島だ！』 にらみ合う２人。島中を駆けめぐっての競争。ジムシィが矢を射る。
コナンが銛を投げる。互いに１歩もひけをとらない。ニャッとして意気投合する。『あいこだな！』 ２人の
間に友情が芽生える」（p.94）。
なお、絵本『たからさがし』で描かれた“並び走り”
（通称）は、後に、映画『ルパン三世 カリオストロの
城』
（1979 年）の冒頭やテレビ版『ルパン三世（第２期）
』の第 145 話「死の翼アルバトロス」
（1980 年）
でも再引用されました。また、この絵本に対する宮崎監督の思い入れは、2011（平成 23）年、それを三鷹
の森ジブリ美術館用の短編作品として映画化したことにも表れています。

2017 年度

定期的な催しの充実

あそび広場Ⅰ
「ママと一緒に」がキーワード、親子遊びを中心に親子でじっくりと遊びます。身近なもので
の遊びを主としますが、家庭では出来ないダイナミックな遊びへと展開して行きます。
例えば新聞遊びでは、新聞紙を丸めたりちぎったりし最後には部屋中にまき散らして遊んだ
り、ボール遊びでは小さなボールから大きなボール様々なボールで遊んだりなど…その時々に
応じて遊びを展開していきます。

あそび広場Ⅱ
親子遊びを楽しみながら友達も意識
できるようなプログラム。
戸外遊びを中心に散歩・ボール遊び・草すべり・
虫取り・泥んこ遊びなど更にダイナミックに！
また、新たに「親子クッキング」も取り入れ
「自分（親子）で作って食べる」を楽しみます。

火・土

曜日は

木製ままごと玩具で「買い物ごっこ」

火・土曜日は制作のコーナーが設置される
ため、ままごとコーナーは縮小されています。
木製ままごと遊具は乳児スペースに置き「買
い物ごっこ」と称し、カゴに好きなものを入
れ、買ったものを「レシート」に記入しても
らい買い物終了です。
カゴに好きなものを入れ、それを一つ一つ
ママと一緒に確認しながらやりとりをする、
こんなやりとりが子どもたちにはとても楽し
いようでこの頃では人気の遊びの一つです。

5 月 17 日(水) あそび広場Ⅱ
「第１回親子クッキング」

おにぎり🍙🍙遠足
① 炊き立てアツアツご飯のいい匂いを感
じながらママと一緒におにぎりを握る
② おにぎりをお弁当箱に詰める
③ お弁当持って「学びの森」へ出発！
誰でも参加 OK
詳しくはラ・ルーラ保育士または
☎058-375-3605 まで
お問い合わせください。

作って遊ぼう！
毎週土曜日親子で楽しめる製作遊びを
計画しています。
「一人じゃ出来ないけど
パパやママに手伝ってもらえばすぐに完
成する「作って遊べる」がキーワード。
そんな土曜日を楽しみに通ってもらえる
お子さんも多くなりました。５月はパラ
シュート６月はゲコゲコカエルを予定し
ています。

新刊図書紹介
面白い多種多様なレシピの料理本です。
毎日の献立決めに困ったり、せっかく買った食
品を使い切れなかったり、アレルギーのあるお子
さんのための献立に苦労したり…毎日の食事作り
は大変です。そんな悩みを解消し、更に「これも
作ってみよう！」とどの本も料理をするのが楽し
くなる本です。どうぞ手に取ってご覧ください。
パラパラとめくって見るだけでも楽しいですよ。
「卵・牛乳・油を使わない おかず」
アレルギーをもつ人に、簡単で安心なものを食べたい人に・子
どもも作れる 100 のレシピ。どこの家庭にもある材料と器具で
簡単で美味しいレシピ本です。

「１週間レシピ !!」
週１の買い物で時
間も家計も節約しな
がら、毎日のメニュー
に困らないやる気の
でるヒントがいっぱ
いです。

「まずこの１品
食前サラダ」
週１の買い物で時間
も家計も節約しながら、
毎日のメニューに困ら
ないやる気のでるヒン
トがいっぱいです。

学生(教育学部子ども教育学科)の実習風景
今年度は最初の実習、教育学部 1 年生の「子育て支援の基礎」が 4 月末より始まりました。初め
てのラ・ルーラ実習で学生たちも楽しそう。子どもたちが遊びに来る前から学生たちだけでも歓声が
上がるほどのはしゃぎよう…。砂場でには大きな大きな山が出来、製作コーナーではロボットやカブ
トの他女の子が喜びそうな可愛い指輪もあっという間に出来ていました。
いつもと違うラ・ルーラの雰囲気に最初は戸惑っていた子どもたちも、学生たちの笑顔とパワーに
顔もほころび始め何処からとも無くキャッキャとはしゃぐ声が聞こえ始めると、その後はパワー全開
でした。
今後まだ実習は続きます。よろしくお願いいたします。

パパやおじぃちゃんの
お膝の上で…

砂場デッキで絵本読み

新聞プールで大はしゃぎ！
製作コーナーも楽しそう

子育て情報

新緑の「学びの森」
（各務原キャンパス南に隣接の公園）

親子で楽しめるお勧め公園

新緑の「学びの森」を紹介します！

旧岐阜大学農学部農場跡地を整備した緑溢れる自然豊かな公園。
大きく広がる芝生広場、点在する池・川の流れなどが美しく、子どものみならず
大人も童心に返って子どもと一緒に走りだしたくなるほどです。
イチョウ・メタセコイヤの並木道やすず風の小路(竹林)、芝生広場・牧場・青葉の池・霧の泉など各
エリア丁寧に整備されています。特に公園のシンボル樹齢 50 年以上の大イチョウは四季折々の姿を
見せてくれますし、霧の泉は 10:00～15:00 の間（毎時 00 分）地面から霧が 5 分間噴射し涼しげ
なエリアです。
木陰も多く、トコトコと公園中を歩きまわるだけでも楽しくて、レジャーシートを敷いてお弁当を
食べたら最高です。ボールなどちょっとした遊具があると更に遊びは広がります。
是非一度出かけてみてはいかがですか。
施設情報
場所：岐阜県各務原市那加雲雀町 10－4
駐車場：公園東 153 台収容市営駐車場
（３時間まで無料 以降 1 時間 100 円 全日 600 円）
公共交通機関：名鉄「各務原市役所前」または「市民公園前」下車徒歩 5 分

＜ラ・ルーラ開設日＞火・水・木・金・土曜日

（時間 10:00～16:00）

催しがあるときも ラ・ルーラ内では自由に遊べます。

６ 月の予定
日

月

火

水

木

金

1

2

土

3
作って遊ぼう
11:00～12:00

4

5

休み

休み

6

7
8
あそびの広場Ⅰ

9

10

16
移動図書館

17

11:00～11:45

11

12

13 11:00 頃～ 14

休み

休み

お母さんのための
リフレッシュ講座

18

19

休み

休み

20

15

11:00～

21
22
あそびの広場Ⅱ

23

24

11:00～11:45

25

26

休み

休み

27

28

29
30
赤ちゃん集まれ 6 月の誕生会
11:00～11:45 12:50～13:10

６月の行事 ＊ 内容紹介

毎週土曜日 作って遊ぼう 工作遊び
「 ゲコゲコかえる 」
今月は紙コップを使って遊べるおもちゃを作ります。
パパやママと一緒に作って遊ぼうね。
7 日 あそびの広場Ⅰ （１～３歳児対象）
「布遊び」
「ママと一緒」がキーワード。細長いサラシ布(約 50×100cm)を使って遊びます。
どんな遊びが出来るかな？それぞれのお子さんのペースで親子一緒にじっくり遊びましょう。
13 日 お母さんのためのリフレッシュ講座
「編み物・スズランテープでバック」
スズランテープ（荷造りひも）で夏用のバックを編みませんか。
16 日 移動図書館 ・読み聞かせ

図書館スタッフによる 本の紹介と読み聞かせ

21 日 あそびの広場Ⅱ （１～５歳児対象）
「戸外でボール遊び」
学びの森（広大な芝生の公園）へ行き、ボール遊びをします。思いっきり走り回って遊び
ましょう。しゃぼん玉遊びも一緒にします。親子で一緒に遊びましょう。
29 日 赤ちゃん集まれ （０歳児対象）
30日 誕生会
火曜日 及び 金曜日

親子ふれあい遊び ＆ 交流

6月生まれのお友達を みんなで祝います。
吹奏学部の学生によるランチタイムコンサート
（授業等により変更になることもあります）

尚、各行事・催しは定員 15～20 組、準備のため事前参加申込みが必要です。
催しに参加されない方は申し込みの必要はありません。いつでもご自由におこしください。
お問い合わせ先 TEL：０５８－３７５－３６０５
FAX：０５８－３７５－３６０９

