
生命の尊厳を守る心

命あるものすべては，死の悲しみを包含しなが
ら，生の輝きを放っている。生命の尊厳を守る心
は，一つひとつのいのちに輝きと悲しみの両面が
あることを知るところに醸成される。

金子みすゞの生涯

いつの時代の人も，幸せとともに，困難や寂し
さを感じて生きている。童謡詩人，金子みすゞも
その一人である。

金子みすゞ（1903−1930 本名テル）は，矢崎
節夫著『童謡詩人金子みすゞの生涯』によると1），
1903年（明治36）4月11日，山口県大津郡仙崎村

（長門市仙崎）に生まれた。父はみすゞの2歳の
時に亡くなり，下関の上山文英堂の後押しで，金
子家は仙崎でただ一つの書店，金子みすゞ文英堂
を始めた。みすゞの弟正祐は1歳の頃，上山松蔵
の養子となり，下関にもらわれていった。1923
年（大正12），みすゞは下関随一の書店上山文英
堂の支店で働き始めた。仕事のかたわら，ペンネ
ーム「みすゞ」で童謡を書き，投稿した。それら
の詩はみすゞが20歳の時，雑誌『童話』等の誌
上で西條八十に認められ，若き童謡詩人たちの憧
れの星となっていった。やがて結婚し，一人娘ふ
さえに恵まれた。しかし，みすゞは，夫から詩作
を禁じられた。夫から移された性病が重くなり，
辛い生活ののち離婚した。娘のふさえを引き離そ
うとする夫に抗い，3通の遺書を残して，1930年

（昭和5）3月10日，26歳の短い生涯を閉じた。み
すゞの書き残した3通の遺書は，別れた夫，ミチ
と松蔵，正祐宛に宛てたものであった。別れた夫
に宛てた遺書には，「あなたがふうちゃんをどう
しても連れていきたいというのなら，それは仕方
ありません。でも，あなたがふうちゃんに与えら
れるものはお金であって，心の糧ではありません。
私はふうちゃんを心の豊かな子に育てたいので
す。だから，母ミチにあずけてほしいのです」と
あり2），みすゞは母ミチに娘のふさえをどうして
も育ててほしかったのである。母ミチと松蔵に宛
てた遺書には，先立つ不孝を詫びて，「主人と私
とは気性があいませんでした。････くれぐれもふ
うちゃんのことをよろしく頼みます。････今夜の
月のように私の心も静かです」などと記している3）。
弟正祐には，3冊の詩集を託し，「さらば，我等
の選手，勇ましく往け」とエールを書き送った4）。

みすゞが命をかけて守った娘ふさえは，みすゞ
の母ミチの養女となり，心豊かに育てられた。金
子みすゞの心は，娘のふさえや孫たちに受け継が
れている。実際に，金子みすゞの娘，上村ふさえ
が書いた「象」というメッセージがある。

「浜圭介先生の作曲された歌をきいて，象の詩
を記憶していなかった私の心に，みすゞの素敵な
詩の世界が，また新しい広がりをみせてくれまし
た。それからしばらくして，みすゞが私の言葉を
書きとめて残してくれた南京玉の中に，私のコト
バをみつけました。“ブウチャンモ象ガ欲シイネ，
オカァチャント，ブウチャント，象ニノッテユク

1思 春 期 学　ADOLESCENTOLOGY VOL.34 NO.1　2016

生命の尊厳の思春期教育
金子みすゞ「見えぬものでもあるんだよ」

龍谷大学文学部真宗学科教授　人間･科学･宗教オープンリサーチセンター長

鍋 島 直 樹

〈特集 I 〉第34回日本思春期学会総会学術集会

特別講演



ネ，アシタ”本当におどろきました。どのように
話してくれたのか，覚えてないし，3歳の私にか
えりたいと思いました。南京玉のお蔭で，大きな
母の愛を，私は感じることができました。そして，
残りの人生に大きな光となりました。今度会った
ら，たくさん，たくさん，お話ししてください。
よみがえらせてくださった矢崎先生，多くのみ
すゞ大好きな方々に，感謝の日々です。上村ふさ
え5）」

ここに明らかに，娘ふさえの心に，母みすゞの
愛情が生きていることがよくわかって 感動する。
みすゞはこのふさえのメッセージを知って，きっ
と喜んでいるにちがいない。

幸せとさびしさと

金子みすゞの作品には，幸せな光景とともに，
「かわいそう」「さみしい」といった言葉が同時に
散りばめられている。世間が賑わっているその一
方で，悲しい想いをしているものたちがいる。

大漁

朝焼小焼だ
大漁だ
大羽鰮の
大漁だ。

浜はまつりの
ようだけど
海のなかでは
何万の
鰮のとむらい
するだろう。

おさかな

海のお魚はかわいそう。

お米は人につくられる，
牛は牧場で飼われてる，
鯉もお池で麩を貰う。

けれども海のおさかなは，
なんにも世話にならないし，
いたずら一つしないのに，
こうして私に食べられる。

ほんとに魚はかわいそう。
（『金子みすゞ童謡全集』第1巻，12-13頁）

金子みすゞは，自分たちの喜びとは対極にある
他者の悲しみを感じ取っている。幸せを喜んでい
る人のすぐそばで，独りぼっちで悲しんでいるも
のたちがいる。多くの生き物の命を頂いて，私が
生かされている。だからこそ，相手の身になって，
自分自身をふりかえることが大事であることを，
これらの詩が教えてくれる。しかも，この「海の
魚はかわいそう」「ほんとに魚はかわいそう」と
いうのは，センチメンタルな感情を表しているだ
けではないだろう。なぜなら，かわいそうだから，
みすゞは魚を食べなかったのでない。かわいそう
と感じつつ「私に食べられる」と記しているから
である。かわいそうと思って，その命を頂くとこ
ろにこそ，魚の命の尊さがあり，その魚の命を力
にして生きる私の命の尊さがある。

鯨の法事

金子みすゞの生まれ育った仙崎は，日本海に面
した漁師町である。江戸時代中期から明治初期ま
では日本有数の捕鯨基地であった。捕鯨の際，浜
辺は漁師たちで活気づくとともに，鯨の血で沿岸
は赤く染まった。仙崎の対岸にある青海島の通

（かよい）には，向岸寺があり，漁で捕獲した鯨
たちの墓が1692年から，境内に建てられている。
向岸寺には，鯨の位牌，鯨たちの鯨鯢（げいげい）
群類（ぐんるい）過去帳（かこちょう）がある。
向岸寺の清月庵には，母鯨（鯢）の胎内にあった
胎児70数頭を埋葬した鯨墓がある。その清月案
の鯨墓の正面には，「南無阿弥陀仏」と大きく記
され，その下に，「業尽有情　雖放不生　故宿人
天　同証仏果（業尽きし有情放つと雖も生ぜず，
故に人天に祝して同じく仏果を証せしめん）」と
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刻まれている。『鯨墓（国史跡指定）の由来』を
参照してその刻文の意をうかがうと，「我々人間
は，お前たち鯨の胎児を捕るつもりはない。でき
ることなら海に帰してやりたい。しかし，海に放
ってやってもとうてい生きてはいけないであろ
う。鯨として生命は母鯨と共に終わってしまった
子鯨よ。ならばどうか人天界に生まれて，仏の功
徳を受け，等しく仏と成ってさとりにいたってほ
しい」という内容が刻まれている6）。そうした捕
鯨でやむなく命を失った鯨を追悼し，漁師たちが
お寺に集まる法事が執り行われている。

鯨（くじら）法会（ほうえ）

鯨法会は春のくれ，
海に飛魚（とびうお）採（と）れるころ。

浜のお寺で鳴る鐘が，
ゆれて水面（みのも）をわたるとき，

村の漁師が羽織着て，
浜のお寺へいそぐとき，

沖で鯨の子がひとり，
その鳴る鐘をききながら，

死んだ父さま，母さまを，
こいし，こいしと泣いてます。

海のおもてを，鐘の音は，
海のどこまで，ひびくやら。
（『金子みすゞ童話全集』第6巻，128-129頁）

浜に近いお寺に，捕鯨で死んだ鯨の父と母を偲
び，村の漁師たちが羽織袴でお参りにでかける。
お寺の鐘の音が海に響く。その海の沖では，ひと
り遺された子鯨が父と母を慕って泣いている。ゴ
ーンとなるお寺の鐘の声が人間の住む町だけでな
く，子鯨の住む海にまで遠くこだましていく。捕
鯨という漁業は，仙崎の人々を豊かにしてくれる
生業であるからこそ，漁師たちがお寺に集い，僧

侶とともに仏に手を合わせ，漁獲した鯨の命を弔
い，遺された子供の鯨の悲しみを忘れないでいた
ことがよくわかる。しかも矢崎節夫著『みすゞざ
んのうれしいまなざし』を読んで，鯨法会に関す
る新事実を知った。

「じつは，みすゞさんの故郷の長門市を訪ねて
26年もたつのに，鯨の過去帳は捕鯨をしなくな
ってからは，もう終わっているものだとばかり思
っていました。ところが，最近になって，新しい
過去帳に今も鯨の戒名が書き加えられていること
を知ったのです。この地区には時どき，鯨が岸に
打ちあげられたり，魚の網にかかってしまうこと
があるのだそうです。その鯨に戒名をつけ，供養
し，過去帳に書き加えるという人と鯨の法縁が，
300年以上もの時を超えて，今も続けられていた
のです。････今年もみすゞさんのふるさとのお寺
では，春のくれに，“鯨法会”“鯨回向”と呼ばれ
る法要が行われていることでしょう。静かに浜に
たって，鰮のいのちに佇んだ一人の少女のまなざ
しは，今もこの地に生きているのです7）」

江戸時代以降始められた鯨の法事は終わってい
なかった。捕鯨をしなくなった現在もつづけられ
ていた。亡くなった鰮や鯨たちに，今も変わりな
く手を合わせる仙崎の人々の姿は尊い。

見えぬものでもあるんだよ

みすゞの詩は，自分のものの見方を広げてくれ
る。見えているものだけで判断しがちな主観を広
い視座に転じてくれる。「土」「星とたんぽぽ」

「私と小鳥と鈴と」「さびしいとき」という詩はそ
れを教えてくれる。

土

こっつん，こっつん，
打（ぶ）たれる土は，
よい畑になって，
よい麦生むよ。

朝から晩まで，
踏まれる土は，
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よい路になって，
車をとおすよ。

打（ぶ）たれぬ土は，
踏まれぬ土は，
要らない土か。

いえいえ，それは，
名のない草の，
お宿をするよ。

（『金子みすゞ童謡全集』第3巻，74-75頁）

耕されて麦を育てる土も，四六時中，人々に踏
み固められて道路となった土も，そして，何も人
に手を加えられなくてもそのままで名もない草を
育てる土も，すべて同じように存在意味がある。
その土のように，どんな人間にもきっとそれぞれ
役割や生まれてきた意味があることを考えさせて
くれる。

星とたんぽぽ

青いお空の底ふかく，
海の小石のそのように，
夜のくるまで沈(しず)んでる，
昼のお星は眼(め)に見えぬ

見えぬけれどもあるんだよ，
見えぬものでもあるんだよ。

散ってすがれたたんぽぽの，
瓦（かわら）のすきに，だァまって，
春のくるまでかくれてる，
つよいその根は眼にみえぬ。
見えぬけれどもあるんだよ，
見えぬものでもあるんだよ。

（『金子みすゞ童謡全集』第3巻，164頁）

昼に星が見えないから，夜空の星はいっそう煌
めいて感じる。タンポポは冬に姿が見えないから，
春に桜の下で咲く小さなタンポポを見つけると元
気づけられる。愛情や優しさが眼には見えなくて

も，人にぬくもりを与えるように，眼には見えな
いものの大切さをこの詩は教えてくれる。

この眼には見えなくても大切なものがあること
を教えたものに親鸞の言葉がある。金子みすゞが
祖母や母といつも読んでいた親鸞の「正信偈」に
こう記されている。

「我また彼の摂取の中に在れども，煩悩，眼を
障へて見たてまつらずといへども，大悲，倦きこ
となくしてつねに我を照らしたまふといへり」

（『教行証文類』正信偈8）），「私は阿弥陀仏のおさ
めとって捨てない救いの光の中にありながらも，
煩悩に眼をさえぎられて，）仏を見ることができ
ない。しかし，如来の大悲は見捨てることなくい
つも私を照らしている」という文意である。思い
悩む私が大悲にいだかれている。私の眼には見え
なくても，光は私を照らし護っている。そうした
安心がここに示されている。

このみすゞの詩「星とたんぽぽ」を，東日本大
震災で大切な家族を亡くした方々の前で朗読した
時，被災地の方々は涙を流した。見えないけれど
も，愛する人は仏となって今も心に生きている，
そう感じたからである。人は亡くなると，その姿
形は見えなくなる。しかし，その人から受けた愛
情，その人にささげた愛情がぬくもりとなって自
分の心を支えている。あなたの流した涙を幸せの
種に注ぐことができれば，いつかきっと新しい花
を咲かせることになるにちがいない。

私と小鳥と鈴と

私が両手をひろげても，
お空はちっとも飛べないが，
飛べる小鳥は私のように，
地面（じべた）を速くは走れない。

私がからだをゆすっても，
きれいな音は出ないけど，
あの鳴る鈴は私のように，
たくさんな唄はしらないよ。

鈴と，小鳥と，それから私，
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みんなちがって，みんないい。
（『金子みすゞ童謡全集』第6巻，26-27頁）

「私と小鳥と鈴と」という詩は，この世に存在
するすべてのものに，それぞれ意味があることを
気づかせてくれる。誰しも自分の良い面だけでな
く劣等感をもっている。しかし，小鳥のように飛
べなくても私にはできることがある。それが地面
を走ることである。鈴のようにからだをゆすって
きれいな音は出なくても私にできることがある。
それがたくさん唄を歌うことである。他と比べて
自分のできないところばかりに失望する必要はな
い。自分の駄目なところも全て受け止めて，それ
でも自分にしかできない何かを大事にして生きて
いけばよい。

ところで，この詩題は，「私と小鳥と鈴」では
なくて，「私と小鳥と鈴と」である。それでは，
その最後の「と」にはどのような意味が込められ
ているのだろう。その「と」は，私と小鳥と鈴の
三者の関係で終わっているのではないということ
である。「と」の後には，あなたも私も入ってい
る。「と」には，この世界の万物すべてがつなが
っている広さがある。あわせて，一つひとつの存
在がどれもかけがえないことを最後の「と」に自
然に込めたのだろう。

さびしいとき

私がさびしいときに，
よその人はしらないの。

私がさびしいときに，
お友だちは笑うの。

私がさびしいときに，
お母さんはやさしいの。

私がさびしいときに，
仏さまはさびしいの。

（『金子みすゞ童謡全集』第4巻，48-49頁）

この詩を音読すると，お母さんの優しさや仏さ
まのぬくもりが伝わってくる。しかし，この詩の
中に「お父さん」がいないのはなぜだろう。長い
間の疑問だった。その問いはみすゞの生涯と作品
を読むうちに氷解した。みすゞは2歳の時に父を
亡くし，それをご縁として，祖母ウメと母ミチと
がみすゞといっしょにお仏壇に手を合わせてい
た。詩の中に「お父さん」がいないのではない。

「お父さん」が「仏さま」となってみすゞを見守
っていたのである。どんなに寂しくてもひとりで
はない。いっしょに寂しい気持ちでいてくれる仏
さまがいる。眼には見えずとも，自分のそばにい
てくれる存在がある。ひとりぼっちのように思っ
ても，自分をわかってくれる存在がある。それが
仏さまである。だからこそ，腐らずに前に向って
いこう。そういう明日への勇気をこの詩が与えて
くれる。
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