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　2019年フレデリック・ワイズマン監督のドキュメンタリー『ニューヨー
ク公共図書館　エクス・リブリス』（Ex Libris – The New York Public Library, 
2017）が日本各地で上映され話題となった。｢世界で最も有名な図書館」
の舞台裏にスポットライトを当てたこの作品は世界的に評価され、第74回
ヴェネツィア国際映画祭国際批評家連盟賞、フェアプレイ映画賞をはじめ
とした賞を受賞し、それ以外にも多くの賞にノミネートされた。この映画
の中で、黒人文化研究図書館（ショーンバーグ黒人文化研究センター）
の館長が、黒人女性作家でノーベル賞を受賞したトニ・モリスンの「図
書館は民主主義の柱」という言葉を紹介している。ワイズマン監督もイ
ンタビューに答えて、図書館が行っている数々の活動にも触れ、｢NYPL
（ニューヨーク公共図書館）は、すべての人に対して門戸を開くという、
非常に民主的な考えを体現している場所なんだ。すべての階級、人種、民
族がこの図書館とのつながりを持っている。僕にとって、ニューヨーク公
共図書館は民主主義の実例であり、アメリカの最も優れた一面の象徴なん
だ」と述べている。1）

　この図書館の中央児童室の責任者として35年間を児童サービスに捧げた
アン・キャロル・ムーアについてはすでに拙稿で述べた。2）大規模な移民
の流入、大戦と戦間期、大恐慌という時代に、編集者、図書館員、書店員
は、アメリカの子どもたちが「他の声｣「他の文化」に耳を傾け意識を向
けるだけでなく、移民の子どもたちに対しても楽しみを与え、また自分の
先祖の国を知る機会をも提供することに心を砕いていた。その結果として
彼らは1930年代の「アメリカ絵本の黄金時代」を創出するに至った。本稿
では、ムーアら図書館員や書店員、雑誌編集者らと協力して、長く、良質
な本を出版し続けたメイ・マッシー（May Massee, 1882-1966)3）の民主
主義を中心とした思想と作品における具現化について、出版社に入る前の
彼女の経歴をも視野に入れて、検証していく。
　一方で経済最優先、大量生産、大量消費の社会であり、他方でグローバ
ル化による多文化共生が求められる時代にあって、私たちは読み継がれる
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価値のある絵本をどのように作り、選んでいくのか。そのヒントを、同じ
ような時代に絵本の黄金時代を創出した一人である編集者に探って行きた
い。

１．メイ・マッシーの経歴
　メイ・マッシーの経歴に関しては、作家であり、日本では上皇の皇太子
時代の家庭教師として知られるエリザベス・グレイ・ヴァイニングの記述4)

と、アメリカ初の児童文学部門の編集者となったルイーズ・シーマン・ベ
クテルの『ホーンブック』誌（The Horn Book）上での紹介文5）に負うとこ
ろが大きく、これらが伝記的な情報源となっている。ここでは、エンポー
リア州立大学ウィリアム・アレン・ホワイト図書館「メイ・マッシー・コ
レクション」所蔵のコロンビア大学のプロジェクトによるインタビュー記
事やマッシーが書き残したエッセイにより、ダブルデイ社で職を得るまで
のマッシーの生い立ちと経歴を、マッシー自身による言葉で意味づけしな
がら明らかにする。
　マッシーは、1882年５月１日にフランク・スピンク・マッシー（Frank 
Spink Massee）の５人の子どもの３番目に生まれた。名前は誕生日にち
なんでおり、祖父はイギリスからニューヨークに移住したピューリタンの
地主兼農夫であり、読書家であった。6）

　マッシーは物語とどのように出会ったのだろうか。彼女はインタビュー
に答えて、記憶に刻まれた子ども時代を語る。7）６歳の頃、同じミル
ウォーキーに住んでいた母の友人のヤング夫人のところに２週間泊まりに
行った時のことである。クッキーを焼くヤング夫人と一緒にメイは指ぬき
クッキー8）を作っていた。夫人の「『さんびきのこぶた』のお話は知って
いる？」との質問に、｢知らない」と答えたメイに、夫人はこの昔話を聞
かせてくれた。

Ah, very, very poor was she,
Old Dame Pig with her children three.
Robust beautiful little ones
Were those three sons,
Each wearing always, without fail,
A little fancy bowknot in his tail.
But never enough of sour or sweet
Had they to eat.
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And so one day with a piteous squeak
Did the mother speak:
“My sons, your fortune you must seek.”
And out in the world as they were set
The three pigs went.　　（Interview 1）

　メイはこのお話が気に入り、夫人は何度も話してあげた。おかげでメイ
はお話を覚えてしまい、自分の家に戻ると、近所の子どもたちに教え、彼
らもそのリズムをすっかり覚えてしまった。こうして、古風なリズムで語
られた物語が幼いメイの心に刻まれた。メイは「本があるのが当たり前の
家に育った」9）と述懐しているが、ある年のクリスマスにイギリスから送
られてきた本の中に「さんびきのこぶた」があり、それを弟や妹に読んで
あげた。こうして「さんびきのこぶた」のお話は、そのリズムとともにメ
イの中に忘れがたい印象を残したのである。
　メイの父親はよく本を読んで聞かせてくれた。ある日、父親が『リッ
プ・ヴァン・ウィンクル』を読んでいた時のこと、自分にも読んで聞かせ
てとねだるメイに、父親は「気に入らないと思うよ」と答えるのだが、
とにかく「聞きたい」とせがみ、メイは父の膝の中によじのぼり、開か
れた本を見ながら父の読む物語に聞き入った。何度も何度も父は読んでく
れた。そして気がつくと、誰にも教わらなくてもメイは字が読めるように
なっていた。こうして、読むことを覚えたメイは、その時からずっと本を
読む人となったのである。
　メイは他の子よりも早く、５歳から学校に行き始めた。７歳上の姉につ
いて行きたかったからである。メイの母は学校が送り返してくれるだろう
と思って、５歳のメイを送り出したのだが、優しい先生が彼女を迎えてく
れ、送り返すことはなかった。勉強ができたメイは飛び級をして12歳で卒
業し、高校へ進み、16歳で卒業。18歳で師範学校（今の州立教育大学）を
卒業した。メイは、このような早期教育は子どもにとって益にならないと
言う。他の生徒の会話に入れず、｢とても孤独な子どもだった」と述懐し
ている（Interview 1)。このような孤独が彼女をさらに読書に向かわせた
のかもしれない。
　その後、姉が教師だったため彼女も教師になるが、教師の仕事は向いて
いなかったようだ。２年間小学校で教え、その後高校での代用教員を務め
ながら、ホワイトウォーター・ノーマル・スクール（Whitewater Normal 
School）で図書館学の短期コースを受けた。10）教員時代を振り返り、子
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どもたちに読むことは教えたと自負するものの、18歳で10歳の子どもを教
えていたメイは、成熟してもいなかったし、教えることへの心構えもでき
ておらず、教師としては失敗だったと語る。
　ホワイトウォーター・ノーマル・スクールの後、その年の夏には、
ウィスコンシン図書館学校（Wisconsin Library School）でコーネリア・
マーヴィン（Miss Cornelia Marvin）のもとで図書館学を修め、｢優等」
で卒業した。マーヴィンはオールバニー図書館学校（Albany Library 
School）を代表する人で、オールバニーと同じ内容のカリキュラムを使っ
ていた。メイは朝８時から夕方６時まで学校で過ごし、夜も読書に費や
し、マーヴィンが薦める本はすべて読んだ。このサマーコースの終わりに
は、オールバニーでやる１年分を２か月でほぼ終えた。メイはマーヴィン
という有能な師を得て、図書館の仕事を愛するようになっていった。
　その後メイの図書館員としての仕事が始まる。まずは、1904－５年頃の
こと、シカゴのアーマー学院（Armour Institute）で図書館員の助手の職
を得た。工学専門の学校であったため、技術工学に関するレファレンスが
主な仕事だったが、そこの図書館員は本を綺麗な状態に保つことに専心
し、仁王立ちになって学生たちを監視していたため、工学部生は委縮して
頭を上げることさえできなかったし、利用者の役に立ちたいというメイの
希望もくじかれた。しかしメイはこの図書館員と何とかやっていく術を見
出し、２年間この図書館で働き学生の学びや教員の研究を支援した。
　しかしこれ以上この図書館にとどまることを望まなかったメイは、マー
ヴィンに頼んで他所に移ろうとしていた。その頃ミルウォーキーで友人の
結婚式に出たメイは、そこで当時国内でもっともすぐれた図書館員の一人
であったテレサ・エルメンドルフ夫人（Mrs. Theresa Elmendorff）に出
会う。エルメンドルフ夫人はミルウォーキーで図書館員をしていたが、結
婚後、バッファロー公共図書館（Buffalo Public Library）の副図書館長を
務めており、花嫁のおばとして結婚式に参列していたのである。その後、
ニューヨークのバッファロー公共図書館館長のエルメンドルフ氏から招聘
状がメイのもとに届いた。
　バッファロー公共図書館に着任すると（1907年頃)、メイは初め児童室
の仕事を望まなかったため、メインデスクでの仕事に就いた。しかしエル
メンドルフ氏はある日メイを児童室に送るように彼女の上司に指示する。
児童室を見て、もっとやれることがあると感じたメイは、児童室の仕事を
したいと申し出る。氏の作戦通りに事は進んだ。エルメンドルフ氏は、メ
イが児童室を見たら、何かやりたくなるに違いないと知っていたのであ
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る。メイはまず、二人のもっとも魅力的な女の子を助手につけ、自分のや
りたい仕事に着手した。彼女は、｢本当にすばらしい時間でした。私はそ
こで５年間勤務しましたが、私の人生の中であの頃ほど楽しい時間を過ご
したことはありません」と回想している（Interview 1)。広々とした児童
室には、50人もの子ども達が入ってもお互いに邪魔にならなかった。しか
し50人も子どもがいても、静寂は守られ、ピンの落ちる音さえ聞こえたと
言う。この図書館での５年間で、メイは子どもたちが本のどういうところ
が好きなのかを学んだ。
　この頃は移民が大量に流入した時代でもあった。イタリア人の女の子が
いつも８人から10人の子分を連れてきて、その子たちに本を割り当てるの
で、いつ移民船が到着したのかが分かった。ロシアの農民の子どもたちで
ユダヤ人大虐殺を逃れてやってきた子どもたちもいたが、その子どもたち
の中には、児童室で読むことを学んだ子どももいた。キャンデー工場で働
いていた15歳くらいのイタリア人少年は、まだ英語が上手でなかったが、
ハワード・パイルの「アーサー王物語」の続きが知りたくて４冊読み切
り、その頃には、どんな仕事もできるほどの英語を身につけていた。彼は
その後シェイクスピアを全部読んでしまい、そのうち階下の大人の本を借
りるようになった。ハワード・パイルを読むことで、独学で読書力を身に
つけ、楽しみを見出したのである。もう一人のイタリア人の女の子は、本
を濡らしてしまって、罰として貸し出し禁止になったのだが、彼女は罰則
ということを理解せず、本が借りられないのは、その本がまだ乾かないか
らだと思った。そんな子ども達とのやり取りの詰まった５年間であった。
　メイはエルメンドルフ夫人から紹介された本を読むことで、子どもであ
ることとはどんな風かを理解できたと言う。子どもであることは、大人と
はまったく違う経験であり、｢それは愛を信じること」と彼女は語る。

　子どもであるということは、妖精がやってきて耳もとで囁いて
くれるほど小さいということ、それはかぼちゃを馬車に、ネズミ
を馬に、孤独を愛らしさに変えてくれること。どの子も、自分
自身の心の中に妖精のお母さんがいる。子どもであるということ
は、胡桃の殻の中に住みながら、自分は無限の世界の王であると
思うこと。一粒の砂の中にも世界を見、自分の手の中に無限を持
ち、一時間という時間の中に永遠を持つこと。(Interview 7）

「愛を信じること」という言葉は、上記引用の直前に語られた言葉である
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が、後に続く文との関係性ははっきりしない。しかし、子どもであるとい
うことは常識や現実の押しつける限界に縛られないことであり、大人が
「空想」という言葉で片づけてしまう事柄が、真実として体験でき、すべ
てのものを無限、永遠の相のもとで見ることのできる特権と言い換えるこ
とができよう。11）マッシーは、｢わたしは本を編集する時はいつも、これ
を肝に銘じてきました」と述べる（Interview 7)。
　マッシーはバッファロー公共図書館で５年間働いた後、エルメンド
ルフ夫人が女性で初めての会長に就任していたアメリカ図書館協会
（American Library Association, 以後ALA）のブックリストの編集者の
仕事を引き受けることにし、1912年シカゴへ移った。ブックリストの編集
者の仕事は国内で出版されたほとんどの本とその本に関する情報を集め、
毎月200冊ほどの本を選定し、簡潔な解題を添えて発行するというもので
ある。それを読んで図書館員は図書館にどんな本を置くかを検討できるよ
うになっている。１か月に70人を超える専門家に書評を頼むこともあり、
さまざまな意見を調整しなければならなかった。12）

　ブックリストは図書館員や出版社にも紹介する必要があったため、ブッ
クリストの編集者としてマッシーは図書館員の会合や、クラブや学校での
会合にブックリストを携えて行った。また、ブックリストの編集に携わる
５年ほど前から、彼女はミシガン州の師範学校を回って、子どもの本や読
書、ストーリーテリングについて講演をした。インディアナ州のインディ
アナポリスを訪れることも多く、そこで書店を営み成功していたフレッ
ド・メルチャー（Frederick Melcher）に出会った。彼はその後ニュー
ヨークに移り、『パブリッシャーズ・ウィークリー』誌（The Publishers 
Weekly）の編集者となる。彼はその後の50年間本の世界で非常に大きな
力となっていく人だった。13）お互いにニューヨークで仕事をするように
なってからも彼らの交流は続いていく。
　マッシーは、後年、エルメンドルフ夫人とメルチャー氏の本を扱う手つ
きは、他のどの人の手つきとも違ったと回想する。二人の大きくて美し
く、形の良い手はピアニストがコンサートでピアノに向かうときのよう
で、常に本に対する崇敬の念が感じられた。それは本への深い愛情からき
た、しかもまったく無意識の動作だったと回想する（Interview 2)。本へ
の深い愛情が示唆される話である。
　ALAで働いている間にマッシーは、図書館員は出版社に対して不信感
が強く、出版社とコンタクトを持つことにより、商業的に影響を受けるこ
とを恐れていることを知った。ALAの編集者として毎年ニューヨークへ
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行き、出版社側の考えをブックリストを通じて図書館員に伝えることを決
める。こうして彼女はニューヨークの出版者と頻繁に会う機会を得、出版
社での仕事をオファーされることもたびたびあった（Interview 1)。ALA
での仕事に満足していたマッシーは、仕事を変えるつもりは毛頭なかった
のだが、マクミラン社に続いて児童書部門を設置しようとしていたダブル
デイ社からこの新しくできる部門の編集者の仕事をオファーされた。ダブ
ルデイ社は当時の出版界の巨人の一つであった。マッシーはこの仕事を受
けたのだが、女性が男性社会の中で仕事をすることの難しさを最初から嫌
と言うほど思い知らされ（Interview 2)、最初の一年は順風満帆なスター
トとは言えなかったが、ダブルデイ社でのマッシーの成功は拙稿で述べた
とおりである。14）

　こうしてメイ・マッシーは1912年から始めたALAのブックリストの仕
事を辞め、子どもの本の編集者となる。1923年からダブルデイ社で、そし
て1933年からヴァイキング社で多くのすぐれた本を子どもたちに届けるこ
とになったのである。マッシーの作る本の完成された美しさ等、彼女の成
功の要因はいくつもあるだろうが、図書館員として子どもと親しく接し、
本を読む子どもを間近に観察した経験が大きかったことも事実であろう。
マッシーは子どもと読書について数多くのエッセイを残している。その中
でも子どもが自分らしくいることに関する彼女の考えを次章で探ってい
く。

２．マッシーの考える子どもと読書
　マッシーは「子どもほど生き生きとしてフレンドリーなコスモポリタン
（世界市民）はいない」と言う。他の人々に対して純粋な好奇心を抱いて
いるからである。さらに子どもをコスモポリタンへと導いているのは、同
じくコスモポリタンなアメリカの子どもの本であると考える。15）同時に
マッシーは、子どもの本の発展と民主主義は切り離すことができないもの
だと考えている。自分たちの本作りは、民主主義の社会であるからこそ可
能なものである。これらの本が国中に行き渡り、何百万もの子どもたちが
その本の中のなにがしかの真実や美しさに触れることができる。何百万も
の子どもたちのどの子も一人ひとり他人とは違った趣味や望み、選ぶ権利
を持ち、自分の好きな道を見つけてその道に進む自由がある。唯一の制限
があるとしたら、自分自身の理解が限られているという制限だけである。
しかし、この制限も本を読むことで徐々にその限界は撥ね除けられ、自分
であることを、そして他者を知っていくのである。16）
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　直接的な体験も教育的意味をもつが、想像力なしの体験では先に進めな
いとマッシーは考える。ここで本の仕事が始まる。ワイズマン監督が100
年後に述べた通り、図書館の児童図書室ではまさに民主的な教育が行われ
ていた。ここでは子どもたちはどんな本でも選ぶことができるし、様々な
人種や文化、信条に接することができるのである。図書館では、｢どの子
にもふさわしい本をふさわしい時期に」見つけることができる環境とそれ
を支援する人が存在する。17）

　子どもたちの幅広い関心に応え、彼らの知らない広い世界の人々やその
暮らしについて知らせてくれるのが子どもの本の書き手であり、世界各国
からやってきたアーティストたちのアメリカの子どもの本への貢献には目
を見張るものがある。マッシーが列挙するアーティストの出身国は、ロシ
ア、中国、日本、インド、イラン、イタリア、トルコ、ハンガリー、フラ
ンス、ノルウェイなど、20か国以上に上る。18）1945年頃には子どもの本
の出版を専門とする出版社が46社、専門の編集者を置いているのがそのう
ちの32社ある。1930年代半ばからの10年間で、出版された子どもの本の新
刊は8677冊を数え、年間800から900冊出版されているという計算になり、
1943年の売り上げは２億ドル近くに上った。19）大恐慌から第二次世界大
戦にかかる時期にこれだけの子どもの本の需要があったというのは驚くべ
き数字である。ポール・アザールは「アメリカは、よそ目にも感心するほ
ど子どもを大切にする。若い国アメリカは、児童教育に若々しい、不断の
情熱を傾けている。子どもを守り、その精神を養い、とびきり上等の糧を
与えて、その好奇心を満たしてやるために、なんという感嘆すべき努力を
払っていることだろう！」と賛辞を惜しまない。アザールは、子どもの本
の質、量の充実に注目し、｢美しいものを愛する気持ちばかりでなく、美
しいものに親しむ習慣を若いころからつけようと努めている｡」と、出版
業界や図書館の営みを評価している。20）現実には、移民の流入する時代
であったので、排他的な扱いや経済格差による不利益、人種差別が社会の
現実として厳然と存在していたことは21世紀の我々の社会を見ても容易に
想像できる。だが、おそらくは、ルソーのロマン主義的子ども観が、アメ
リカでは、エマソンやソロー、ホイットマンといったトランセンデンタリ
スト（超絶主義者）によって引き継がれて語られ、19世紀末まではそのよ
うな言説が影響力をもっていたのではないかと考えられる。
　マッシーは純粋な子ども観からさらに進めて、子どもたちが全人格的な
成長を遂げるための支援をすることを出版者の使命として語っている。民
主主義的な思想である。
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　アメリカの子どもの本の出版は、自由で普遍的な教育という考
えから生み出されたものです。それは一人ひとりの子どもへの教
育は、その子が全人格として成長し、自分の中の最大の可能性を
知り、自分の周りや外国にいる他の人びとへの最大の理解をもつ
人になった時に成功したと言えるという考えです。21）

　自分と違う「他の声｣「他の文化」に意識を向けるには想像力が必要で
あり、そこで本の出番が来るとマッシーは考えた。｢他者」を知ること
は、自分自身を知ることにもなる。マッシーの子どもと読書に関する思想
が彼女の作品にどのように具体的に表わされているのかを、『あひるのピ
ンのぼうけん』と『はなのすきなうし』を使って探っていきたい。

３．�メイ・マッシーの思想はその作品にどのように具体化されて
いるか？

　『あひるのピンのぼうけん』
　マッシーが晩年のシンデルとのインタビューで、よい本の例としてあげ
ているのは、マージョリー・フラック文、クルト・ヴィーゼ絵の『あひる
のピンのぼうけん』（The Story about Ping, 1933）である。22）この物語は中
国の揚子江を舞台にして、大家族と過ごす小さなあひるのピンが、仲間か
ら離れて一日を過ごす物語である。幼年向きの絵本を得意とするマージョ
リー・フラックのテキストに、中国で暮らした経験があるドイツ出身の画
家クルト・ヴィーゼが挿絵を描いた。マッシーは、フラックがこのストー
リーを完成させるまで８回から10回も書き直したと明かし、物語を損なう
ことなく、どの言葉も意味ある言葉となるまで、これ以上一言も取り除く
ことができないほど切り詰めたこの作品は、自分が出版した幼い子ども向
けのお話の中でも完璧な一冊であると話している。マッシーがそのストー
リーを厳しく吟味した作品だったと考えられる。はじめに、『あひるのピ
ンのぼうけん』にはマッシーの思想や価値観がどのように現れているのか
を明らかにしていこう。
　マッシーの編集助手をしていたアニス・ダフは本のジャケットカバーな
どに本の解題を書く際は、｢形容詞や副詞はできるだけ使わずに、よい、
具体的な名詞と生き生きとした動詞を使った方が、その本への信頼をうま
く得ることができる」とマッシーからアドバイスを受けている。23）本の
解題と絵本の文では書き方は異なるが、『あひるのピンのぼうけん』では
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どのように形容詞と副詞が抑えられ、主に名詞と動詞でストーリーを進め
ているか見ていこう。物語は次のように始まる。

Once upon a t ime there was a 
beautiful young duck named Ping. 
Ping lived with his mother and his 
father and two sisters and three 
brothers and eleven aunts and seven 
uncles and forty-two cousins.
Their home was a boat with two wise 
eyes on the Yangtze river. 

 （p.2. 以下、下線は筆者による）

　物語の冒頭では、ピンの名前と彼を表す二つの形容詞（beautiful , 
young)、それから船の特徴（with two wise eyes）と大勢の家族を表す数
詞に形容詞を使うだけで、ほぼ名詞と動詞で物語が進む。昔話のような始
まりである。
　ピンの家族の毎朝の日課は、舟から揚子江の岸辺への移動という決まっ
た行動で始まる。

　Each morning as the sun rose from the east, Ping and his 
mother and his father and sisters and brothers and aunts and 
uncles and his forty-two cousins all marched, one by one, down 
a little bridge to the shore of the Yangtze river.（p.3）

　言葉が切り詰められたテキストではあるが、必要に応じて繰り返しを
多用し、リズムを整え心地よさを与える。｢揚子江」“the Yangtze river” 
やピンの家族の紹介“his mother and his father and his（two）sisters 
and（three）brothers and（eleven）aunts and（seven）uncles and his 
forty-two cousins” や、彼らのルーティンの行動 “all marched, one by 
one,” は少しずつ表現を変えながら繰り返され、彼らの日常のお決まりの
活動を表す。特に「揚子江」を表す “the Yangtze river” は文の最後に置
かれ、音声的にもその長母音により水量の多い大河の悠々たる様が余韻を
もって想像される。
　毎朝舟を降りて、川や岸辺で一日を過ごし、夕方になると舟に戻るとい
うあひるたちの決まった日常の行動のなかで、あひるたちが少し緊張する

（図版１）
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のは夕暮れに舟に戻る時である。

　Quickly Ping and all his many family would come scurrying, 
quickly they would march, one by one, up over the little bridge 
and on to the wise-eyed boat which was their home on the 
Yangtze river.
　Ping was always careful, very very careful not to be the last, 
because the last duck to cross over the bridge always got a 
spank on the back.（pp.4-5）

　ここでは、形容詞や副詞を繰り返し使い、強調する。最後になっておし
りをぶたれないように、我先にとボートに乗り込む場面では、“Quickly”
という短母音で固い印象を与える破裂音を繰り返している。最後になる
ことを怖れるピンの心情を表すために、“Ping was always careful, very 
very careful not to be the last,” のように畳みかけるように繰り返すこと
もある。
　繰り返しは、語句レベルにとどまらず、文レベルでも起こる。ピンを乗
せずに去ってしまった舟を草のかげからピンが見送るシーンが一例であ
る。

So he hid.
　Ping hid behind the grasses, and 
as the dark came and the pale moon 
shone in the sky Ping watched the 
wise-eyed boat slowly sail away down 
the Yangtze river.（p.8）

　この場面は、テキストと挿絵が見事に一体化した場面である。“So he 
hid.” “Ping hid behind the grasses,” という繰り返しは、ピンのいつもと
違う行動を強調する。他方で、最後の文章 “Ping watched the wise-eyed 
boat slowly sail away down the Yangtze river.” では、[aɪ] [ou] [í:] [eɪ] [au]
のような二重母音や長母音が多用され、ゆったりとした揚子江の流れを
表す。結果的に “come scurrying” などのあひるのせわしない動きや、
河で生活する人々の活動 “Big boats and little boats, fishing boats and 

（図版２）
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beggar’s boats, house boats and raft boats…”（p.11）の動性を引き立て
る短母音や軽快な繰り返しと対比される。
　『あひるのピンのぼうけん』は、これまで見てきたように、繰り返しに
よる心地よいリズム、強調、長母音や二重母音と短母音の組み合わせ、オ
ノマトペの多用により、無駄のない言葉で、しかもイメージ豊かでリズミ
カルに語られている。その結果昔話のように直截で、イメージしやすい物
語となっている。ラトビアの詩人イネセ・ザンデレによれば、このような
構成は人間の無意識の欲求を捕えているということになる。

　人はリズムや規則性に惹かれます。…子どもたちが、おとぎ話
や詩で用いられる音や言葉のくりかえしや、普遍的なストーリー
展開をおもしろがるのは、読むたびに発見があるからですが、同
時に、作品に規則性がもたらされているからでもあります。世界
が美しい秩序を獲得するのです。24）

　あの「さんびきのこぶた」のお話のように、昔話に準ずるリズムや規則
性による一つの秩序ある世界が確保されていれば、小さなあひるの冒険の
興奮も安心感に支えられて幼い子どもに受け取られるのである。
　ストーリーの重要性を常に説いていたマッシーにとっては、よい絵本の
条件の一つは、簡潔で直接的な言葉で物語が明快に語られることであっ
た。しかし、よいストーリーは、言葉の吟味や用法、リズムだけでは達成
することができない。第二の条件は、物語の構造であるとマッシーは考え
ていた。｢子どもの本にははっきりとした構造がなければなりません。物
語はアーチのように組み立てられるのです。明快に始めて、頂点に向かっ
てアイディアを掲げていき、それから再び下に降りていきます。その仕事
が終わった時には、完成した完璧な形をしているのです」とマッシーが語
るのを聞いたと、作家のセイヤーズは証言している。25）

　『あひるのピンのぼうけん』の構成はどうであろうか？大家族と毎日同
じことを繰り返す日常の中で、ある日船頭の呼び声を聞くのが遅れ、ビリ
になっておしりをぶたれるのが嫌なばかりに、舟に戻らないという変化が
起きる。そしてピンが人間の男の子に捕まり、夕食のご馳走にされそうに
なるという危機的冒険を頂点に物語はアーチ構造をとり、しかし、男の子
に放してもらえたおかげで、おしりをぶたれても家族の元に戻ったピンの
安心感と冒険後の満足感で話は終わる。単純なストーリーではあるが、危
機的状況をアーチとした行きて帰りし物語となっている。飛躍もなく、読
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者を裏切ることなく物語は終わる。
　第三にマッシーは、この本が幼い読者の心にひき起こすと思われる感覚
について述べる。シンデルのインタビューに答えてマッシーは、この物語
には「遠く離れて」(“far away”）の感覚が描かれていると話した。『あひ
るのピンのぼうけん』を読むような幼い子どもにとって、｢遠く」という
感覚は未発達だと言う。｢通りの向こうだって『遠く』かもしれない。で
もこの本は子どもに遠い世界について教えてくれる。遠い場所として大河
が描かれ、自分と同じようにその河で生活する人々がいる。そして小さな
少年少女が描かれているけれど、自分とは全然違う様子をしていて、それ
がさらに『遠く離れた』感覚を強める。たとえば３歳の子どもはこの本が
好きになると思うが、彼らにとってあひるは身近な動物で、あひるのおか
げでこの物語に親しみを感じつつ、同時に、『遠く離れた』感覚というも
のも教えられる」とマッシーは語る。

　「遠く離れて｣（far away）という
感覚は、中国という地理的設定だけで
呼び覚まされるものではない。ピンの
冒険は、家族から離れて「黄色い河｣
（本書では河は黄河ではなく揚子江だ
が、“the yellow water of the Yangtze 
river” と呼ばれる）を泳ぎ、水の中に
もぐるという、家族やいつものルー

ティンワークを離れることで始まる。捕獲という予期せぬ出来事に遭遇し
たとしても、残りの67羽を離れて一人になった時に、同じ揚子江のいつも
と違う場所で、いつもと違う鳥を見、今まで見たことのない人間と出会
う。その冒険こそが、ピンと一緒に冒険している読み手である子どもの心
を動かし、｢遠く離れて」の感覚を強めるのである。このような孤独を通
して得られる内面世界の広がりは、レオ・レオーニの『スイミー』でも描
かれることになる。『あひるのピンのぼうけん』は、バーバラ・ベイダー
の「絵本は子どもにとっての経験」であるという言葉を裏打ちするような
作品となっている。26）

　あひるに感情移入する子どもは、様子の違う中国の子どもと自然と触れ
合い、｢自分の周りの国にもっと意識を向け」ることになる。これはマッ
シー自身が、1933年にヴァイキング社で初めて出したカタログで表明した
意気込みと重なる。｢アメリカの若い人たちがもっと明快に考え、感じ、
自分の周りの国にもっと意識を向け、そして自分の国でもっと自分らしく

（図版３）
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いることができる。同時代の人々に何かを与えることにもっと前向きにな
り、与えることそのことに喜びを見出すことができるようになる。そのた
めの手助けとなる本を作りたいと思います」(Vining, ix)。それでは、｢自
分の国でもっと自分らしくいることができる」ことはどのように描かれて
いるだろうか。

　『はなのすきなうし』
　マンロー・リーフ文、ロバート・ローソン絵の『はなのすきなうし』
（The Story of Ferdinand, 1936）は大人気を博し、絵本から映画や演劇が創
られていった。1936年９月に初版が出て、同年10月には２刷り、11月には
３刷りという具合で、１年後の1937年９月には８刷りが出るほどの好評
だったが、同時に当時の政治状況により様々な憶測や議論を招いた。27）

　この物語は空想物語でありながら、リアリ
ティを感じさせる文章と挿絵で、ついつい
リーフのトールテールに読者は乗ってしま
う。他の牛たちとは違って、花の匂いを嗅ぐ
のが好きなフェルジナンドは、ふとした誤解
からある日マドリッドの闘牛に連れていかれ
るが、闘牛場でも観客の女性たちが髪に飾っ
た花の匂いを嗅ぎはじめ、闘牛として用をな
さず、結局はもとの野原に戻されるという話
である。のどかで幸せな生活をおくっていた
フェルジナンドを知る子どもは、蜂に刺され
て豹変する姿を見られて「猛牛」に仕立て上

げられた彼の今後にサスペンスを抱き、大都会マドリッドを舞台にした美
女や闘牛士の少し大人っぽい絵から異世界を感じ、彼の行く末を心配し、
しかし闘牛場でやんやと騒ぐ観客をものともせずに、たたずんで自分の好
きな花の匂いを嗅ぐフェルジナンドに心から喝采を贈る。躍起となる闘牛
士との対照に笑い、最後にはフェルジナンドがもとの生活にもどれてよ
かったという安心感を抱く。瀬田貞二の言う「力いっぱいの冒険、ドラ
マ」との言葉を十分に体現した作品である。28）アーチ構造でストーリー
が展開し、ローソンの動きとユーモアのある挿絵は、カラーではない白黒
の線画でありながら、このストーリーと有機的に結びつき、効果を高めて
いる。たとえば、闘牛場のゲートから顔を出すフェルジナンドの小ささ
と、テキストの ”FERDINAND” というポイントを落とした文字が、｢猛

（図版４）
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牛」という触れ込みとフェルジナンドの実態の乖離を絵と共に一体となって
表現しており見事である（金山，2017，16－17)。ローソンの劇画化された
牛や人間の表情と、リアリティのある風景の融合が楽しい。モノクロのペン
画であるが、線の太さを変えながら、少ない線で躍動感と安定感を出してい
る。グリックが「多色刷りが単色刷りよりも良いとは限らない」と言うとき
に例にあげた単色刷りの作品の一つにこの作品があげられている。29）

　文や挿絵だけでなく、タイポグラフィや紙質、本の大きさなど装丁その
ものにも一体感が感じられる。正方形に近く、手にどっしりとくる質感、
ピンクのクロスに白い花模様とフェルジナンドの姿が微笑ましく愛すべき
もので、テキスト、挿絵、装丁による一体感により美しい絵本となってい
る。販売実績も1.5ドルで5000部印刷したものがたちまち売り切れてし
まった。その後増刷が繰り返され、今でも出版されている。ヒトラーやス
ペインのフランシス・フランコは本書を禁書とし、反面、インドのガン
ディーやルーズベルト大統領夫人のエレノアに愛されたと言われている。
1938年にディズニーにより映画化され、2017年にはレスラー俳優が雄牛役
となって映画化されている。30）

　このフェルジナンドについて、マッシーはど
う見ていたのだろうか？彼女はフェルジナンド
を「人がやるべきだと思うことではなく、自分
がやりたいと思ったことをやり通した変わり者
の牛」と呼び、この物語はアメリカ人のユーモ
アの感覚に響いたのだろうと推察している。
“But not Ferdinand.”（｢けれども、ふぇるじ
なんどは　ちがいました｣）というフレーズは、
舞台でもスクリーン上でも子どもの劇でも、多く
の子どもの口にのぼったということである｡31）

この本は、人々の自分自身であることへの欲求
に共鳴して、これだけの人気を博したと思われ

る。物語の最後は “He is very happy.”（｢ふぇるじなんどは　とても　し
あわせでした｣）で終わる。児童文学の翻訳家であり評論家である清水眞
砂子の、優れた「子どもの文学は幸福に目を凝らしている」との批評は、こ
の物語における「幸福」の有り様をも示唆しているように思われる。

　子どもの文学は幸福に目を凝らしているという気がします。世
の大人たちが一般には幸福とは思わない何でもないことに、子ど

（図版５）
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もたちは、そしてまた大人だってどれだけ喜びを見出しているか
を、優れたこどもの文学はきちんと書いている。(中略）いろい
ろあるけれども、人間はこんなふうに生きられる、こんなところ
に光を見出す力をもっているということを、手を変え、品を変
え、語ってくれている。32）

　ピンやフェルジナンドのように、他とは違う経験をする自分、大勢の中
にいるけれど他とは違う自分、そして今まで知らなかった世界を絵本は描
いて見せている。それも実にさらりと、まったく教訓じみたところや教育
的な意図は感じられないようにユーモラスに語られている。フェルジナン
ドに至っては、作者の意図と無関係に、彼の行動規範は彼が平和主義者だ
から、コミュニストだから、ゲイだからと理由をつける解釈がされ続けて
きた｡33）政治的、宗教的信条や性的志向に関係なく、自分が望むことがで
きる幸せという素朴な真実を人々が受け容れるのは容易でないことも、
フェルジナンドをめぐる議論から推察される。清水の言う「世の大人たち
が一般には幸福とは思わない何でもないことに」喜びを見出すという文学
の務めをさらりとやってのけているのは、見事としか言いようがない。

おわりに
　世の中には「子ども」や「移民」という言葉で一括りにされてしまいそ
うな存在がある。しかし、｢移民」と言っても、祖国を逃れてきた理由は
様々であり、多様な人種の人々が多様な信仰や思想、文化を持ってアメリ
カにやってきたのである。そしてやってきたアメリカにおける受容のされ
方も一通りではなかった。マッシーはバッファロー公共図書館の思い出の
中で、３人のイタリア移民の子どもに言及するが、同じイタリア出身でも
振る舞い方や本との向き合い方もそれぞれである。
　このような子どもたちがアメリカに迎え入れられ、そして本を読んで学
ぶことができるのも、またアメリカ生まれの子どもたちが本を通して、知
らなかった世界について知るのも、アメリカが民主主義国家であるからで
あり、図書館が誰に対しても開かれているという民主主義を守っているか
らである。そのような土台に子どもの本の出版は成り立っていることを
マッシーは自覚していた。だから、そのような子どもたちに応え、彼らの
地平線を広げる努力を惜しまなかったのであろう。子どものための物語で
は、民主主義は「自分であること｣「自分の本当に望むものであること」
を可能にしてくれる目に見えない土台として、やがて成長した子どもたち
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に理解されることであろう。個人としての子どもを描くことを通して、自
分であることは、他の人がその人であることを認めることであり、偏狭な
排他主義に陥らないでお互いを受け入れることもマッシーは繰り返し願っ
ていた。
　社会はますます流動的かつ多様になり、好むと好まざるとにかかわらず
日本も変わっていくことが求められている。メイ・マッシーの思想と彼女
の出版した作品は、日本社会にあって私たちの目指すべき方向性、質への
示唆を与えてくれているように思う。

（謝辞）本研究はJSPS科研費16K02512の助成を受けたものです。
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