
主題：『絵本製作と絵本教育の実務経験』 

こがめ いづる 

主題：「繪本製作與繪本教育之實務經驗」 

小龜 いづる 

●はじめに 

今回、環境フォーラムに呼んでいただき、台湾のみなさまの前でお話できる

ことを、とても嬉しく思います。私は、よく子どもたちと野山を歩き、絵本を

作っていますが、自分の経験の中から、感じたことをお話したいと思います。

このような機会を与えてくださった葉先生に心より感謝します。 

●序 

    能受邀至這次環境研討會，並且站在台前與大家交談，我感到非常高興。我

經常和孩子漫步山中、製作繪本，因此想和大家分享從自身經驗之中所體會到的

人事物。同時也由衷感謝葉老師給予這次寶貴的機會。 

 

●絵本の力 

絵本の力はとても大きいものです。研究論文に比べると子どもから大人まで

と対象が広く、寿命が長いです。医療、災害、戦争、自然、あらゆる分野で絵

本は力を発揮します。誰でも親しみやすく、その世界に興味を持つ入口、きっ

かけとして大きな役割を果たします。自然を対象とした絵本は数多くあります

が、時には図鑑より親しみやすく、より自然を身近に感じることができます。

最近では写真を使った絵本も多く、絵本の幅もどんどん広がっています。 

●繪本的力量 

    繪本具有非常強大的力量。相較於研究論文，繪本的對象更為廣泛，從小孩

子到大人；壽命也更加長遠。繪本在醫療、災害、戰爭、自然…等一切領域之中，

也發揮其力量。任何人都可以很容易地親近，作為讓大家開始對這個世界感興趣

的入口，繪本以此為契機扮演了極為重要的腳色。現今有許多以自然為主題的繪

本，有時甚至比圖鑑來得更容易親近，更可以感受到大自然彷彿圍繞在自己身邊。

最近也有許多使用照片的繪本，繪本的範圍也越來越廣泛。 

 

自然史系の絵本の中にも、ストーリーがありメッセージ性のあるもの、図鑑

に近いもの、多種の絵本があり、どれもそれぞれの良さ、役割があります。さ

らに、地域に根差したものであれば、その地域で大切にされ、力を発揮します。

その絵本を通して、内外に地域の自然を広くアピールできるからです。 

    在自然史系的繪本之中，有具故事性、寓意性、類似圖鑑…等各式各樣的繪

本。每種都有各自的優點及功能。並且如果繪本內容取材自在地，那麼在該地區

則將能更被珍惜、發揮其力量。因為透過該繪本可以從裡到外更加廣泛地推廣在



地的自然生態。 

 

私が手掛けた『ブナの森からトトトントン』は地域に根差した絵本と言えま

す。黒松内町は北限のブナの原生林を持ち、原生林には豊かな動植物が生息し

ています。その豊かな自然を守り、黒松内町内外に発信することを目的に、絵

本が作られました。絵を描くのが好きで、ブナの森をよく知っている人材とし

て、絵本（原案）を書かせてもらいました。文章表現や編集は地域の方が集ま

って話し合い、チームで作り上げました。出版されたのは今から 17 年も前の

ことです。その後、町内外で販売、紹介され、飛行機内でも紹介されるなど、

広く普及されました。今でも原画展で、原画の前で子どもたちが読み聞かせを

発表するなど、忘れ去られることなくしっかりと役割を果たしています。 

    我親筆完成的作品「ブナの森からトトトントン」可說是取材自在地的繪本。

「黑松內町」擁有「最北界的山毛櫸森林」，此森林裡有許多動植物長年棲息於

此。這本繪本是為守護如此富饒的生態，並使這些美好讓黑松內町內外的人們知

曉而製作的。我本身喜歡畫畫、且自認對山毛櫸森林非常了解，因此創作出這本

繪本(原作)。文章的表現和編輯則是由在地人士們一同聚集互相討論、以團隊形

式製作而成。出版至今已有 17 年，很慶幸在那之後，此繪本便擁有許多讀者，

它不只是到處都有販售、介紹，連在飛機客艙裡也看的到它。如今它更常在許多

原畫展覽會場裡被拿來讀給孩子們聽，孩子們也都聽得津津有味，難以忘懷。 

 

●絵本が生まれる 

私は現在、黒松内町から 100ｋｍほど離れた函館市に在住し、市民に愛され

ている自然豊かな函館山（334ｍ）をフィールドワークとしています。10年以

上前に、スケッチブックを本にしたものを発行しましたが、今でも函館山の自

然を紹介する絵本として親しまれています。（付図１）これは、函館山を何度

も歩いた末にできた絵本です。 

●繪本的誕生 

    我居住於離「黑松內町」約 100公里遠的函館市，目前正在實地考察備受愛

戴且自然生態豐富的函館山(334公尺)。雖然早在十幾年前就已經將素描本出版

成書，但現在仍不斷地繪製介紹函館山自然生態的繪本。(附圖 1)這本繪本是一

次又一次拜訪函館山後的結晶。 

 

私は、絵本は作り出すものではなく、生まれるものだと思っています。絵本

を作るのは、自然と自分との共同作業です。大切な事は、身近な自然（林・森・

山・公園）を何度も歩き、感じることです。同じコースを、一年を通じて何度

も歩き、いろいろな季節を知り、それを何年も繰り返します。そうして自然の

大きさ、深さを知ることができるのです。時には一人でゆっくりと歩くことも

大切です。私は森を歩く時は、常にスケッチブックと鉛筆を持ちます。補足的



にカメラも持ちますが、あまり得意ではなく、基本はスケッチです。 

歩きながら、花、葉、つぼみ、虫、雪、目にとまった対象、心を動かされたも

のすべてを観察し、スケッチし記録します。そのスケッチしている時間が自然

とじっくりと向き合っている時間のように感じ、そこから絵本が生まれること

もあります。 

    我認為繪本並不是製作出來的，而是自然孕育而成。製作繪本是大自然和我

本身之間的一種共同作業。我認為繪本的誕生，最重要的是能夠漫步、體會身旁

的自然景觀(林．森．山．公園)，一整年不斷沿著相同的道路、了解一年四季的

變化，這樣反覆持續好幾年，就能知曉大自然的奧秘。有時獨自緩步感受也非常

重要。我在森林散步的時候，手裡經常握著素描本及鉛筆，雖然有時也會帶上相

機，但不太擅長拍照，所以基本上還是以素描為主。 

    一面散步，一面觀察花、葉子、花蕾、小蟲子、雪…等引起注意、及感動人

心的事物，並將其全部畫在素描本上記錄下來。素描的時光，彷彿與大自然面對

面相互凝視，繪本也就此誕生。 

 

私の場合は、絵本を作る為に自然を歩くのではなく、自然を歩きつくした末

に絵本が生まれます。歩いていると、自然の中からメッセージを感じることが

あります。自然の力を借りて、自分の内なるメッセージに気付くのかもしれま

せん。そうして生まれたのが詩画集です。 

『あなたに出会えたから 今日ここに来てよかった そう思うこと 思われ

ること ステキなこと。』（付図２a） 

『小さな花を大事にね。小さな自分を大事にね。小さな夢を大事にね。』（付図

２b） 

    其實我並不是為了製作繪本而親近大自然，而是走遍大自然後自然孕育出了

繪本。在漫步的過程中，可以感受到大自然發出的訊息。藉由大自然的力量，或

許可以意識到自己內心的感受，詩畫集也就此孕育而生。 

「因為能與你相遇 今天來到這裡真是太好了 那麼想的事 想到的事 美好的事」

(附圖 2a) 

「要珍惜幼小的花朵啊！要珍惜渺小的自己啊！要珍惜微小的夢想啊！」(附圖

2b) 

 

そして、ストーリーは身近なところに埋もれているものです。子どもは絵本

の世界に生きているのです。ペラペラのオオウバユリの種を集め「キツネのお

金だよ！」と喜んでいたり、死んだアリを運んでいるアリを見て、「あっ、急

いで病院に連れて行っているのかな？」と言ったりします。私は、子どもの持

つ世界に感動します。絵本のヒントは子どもの自然との関わりの中にたくさん

あるのだと思います。 

    其實故事就埋藏在我們自己身邊。孩子們就生活在繪本的世界裡，孩子們常



常一面開心地收集輕薄的日本大百合種子，把它們當作是錢幣，說道：「這是狐

狸的錢哦！」。一面看著正在搬運同伴屍骸的螞蟻說：「啊！牠們是急著帶牠去醫

院嗎？」我對孩子的世界非常感動，也認為繪本的啟發性有許多皆存在於孩子們

與大自然的互動當中。 

 

●絵本を作る 

さて、絵本といえば、ストーリーがあり挿絵があるという典型的なスタイル

を想像する方も多いかもしれませんが、ストーリーがあるものだけが絵本では

ないのです。そして出版社から出版される本だけが本ではありません。あまり

堅苦しく考えなくてもいいと思います。私は絵本を作るワークショップも時々

行っています。 

●繪本製作 

    提到繪本的話，或許有許多人會聯想到有故事有插圖的典型樣式，但僅有故

事性並說不上是繪本。另外單單只從出版社出版的書也並不是書。我認為實在不

須太嚴肅，其實我也常常舉辦繪本的研習會。 

 

実例１：菌の世界 

① ごはんを地中に埋めて菌を採取する。  

② それを顕微鏡で観察したものを描く。 

③ きのこの包子で模様を作る。  

④ パンやヨーグルトを作って菌の力を知る。 

⑤ 2 日間、学んでわかった菌のことや絵を、各自 1 冊の本にまとめる。 

實例 1：菌的世界 

① 將米飯埋在地底採集菌種。 

② 描繪出在顯微鏡下觀察到的東西。 

③ 利用蕈類的胞子製作花樣。 

④ 製作麵包和優酪乳了解菌種的力量。 

⑤ 將兩天下來所學到、認識到的菌種和圖畫各自彙整成一本書。 

 

実例２：種集め 

① 植物の種を拾い集めてスケッチする。  

② 何の種か図鑑で調べる 

③ 一人一枚ずつ作製したシートを、手製本で 1 冊の本にまとめる。（付

図３） 

實例 2：收集種子 

① 聚集植物的種子並用素描的方式將其記錄下來。 

② 使用圖鑑查詢種子的相關資訊。 

③ 利用手製書將一人一張製作而成的薄紙統整成一本書。 



 

  子どもは、たいてい種が好きです。種をみつけ、何の種かを調べる為に植物

全体を見ることを知ります。できた絵本は本棚に飾っておくと、いろいろな人

の目に触れます。子どもにとって、自分の作品が飾られていることはとても嬉

しいことで、次への作品の意欲へもつながります。そして菌や種を集めながら、

草花でおもちゃを作ったり、虫を追いかけたり、自然の中で遊ぶことも大切で

す。作品を仕上げるまでに、自然の中でたっぷりと過ごすことで、絵本を作る

目的の 50％くらいは達成していると思っています。作品を完成させることだ

けが目的ではないのです。 

    孩子們大多喜歡種子。他們喜愛尋找種子，然後去調查那些是什麼種子，從

而去了解植物的全部樣貌。書櫃上擺上完成的繪本後，就會吸引許多人的目光，

而對孩子而言，自己的作品能夠被展示出來則是一件非常令人高興的事，這同時

也促使對下一次作品的熱情。讓孩子們一面收集菌種和種子、一面用花花草草作

成玩具、一面追著小蟲子…等在大自然中遊玩非常重要。能讓孩子們盡情地生活

在大自然之中就已經達成了製作繪本目的的一半了。光只是完成作品並不是我的

初衷。 

 

●年齢による絵本と自然との関わり方の違い 

私の経験から、自然への興味の持ち方は、個人や環境の差もありますが、年

齢によって大きく違うことがわかりました。自然散策をする時のこちらからの

働きかけは、年齢によって変えていく必要があります。 

●依據年齡與繪本及自然的關聯性也會有所不同 

    就我的經驗而言，我發現對大自然的感覺雖然因個人及其生長環境有所差異，

然而年齡的不同，他們對大自然的感覺也不盡相同。我認為和孩子們漫步於大自

然時，也要看孩子們的年齡大小來調整與他們的互動方式。 

 

私は現在、学童クラブの指導員として働いています。子どもと一緒に野山を

歩くことが多く、フィールドである函館山は個人的には 100回以上、子どもた

ちとも 5～6 回／年程度歩いています。時々パンフレット（付図 4）を作って

植物を観察しながら歩きますが、絵図を見て植物を見つけることは、低学年の

子どもたちにとっては想像以上に難しいものです。年齢によって、目の前の風

景の見え方がかなり違うのではと思われます。 

    我目前從事「學童俱樂部」指導員的工作。經常和孩子們一起漫步在山野之

中，每年探訪田野的函館山的頻率大約是個人前往以 100次，和孩子們前往，則

每年約為 5~6 次。我們常會先製作小冊子(附圖 4)一面觀察植物一面散步前進，

但看圖找植物的方法對於低年級的孩子們來說卻是超乎想像的困難。其實依年齡

的不同，眼前所看到的風景也會有相當的差異。 

 



小さい子どもは、動いているものに興味を持ちやすく、大人になるに従って

静止しているものに興味を持つようになります。子どもはたいてい虫や動物が

好きで、成人になると植物にも興味を持ち始め、晩年では石に興味を持つとも

言われています。それぞれに合ったものを準備する必要があります。 

    小孩子容易對會動的東西感到好奇，但隨著成為大人也變得對靜止的事物感

到興趣。據說大部分的小孩都喜歡蟲子或動物，但長大之後則開始對植物感興趣，

到了晚年則是對石頭有興趣。因此必須準備適合每個人的東西。 

 

まず、7歳以下（小学生低学年以下）の子どもたちは、森林を歩く時、一体

化した緑の中を歩いているのです。虫や鳥など動くものだけが、緑の中から浮

き上がって見えているようです。最初のステップは、自然の中から何かを取り

出して見る（見つける）喜びを感じることです。そして、彼らが、自然を対象

とした絵を描く場合は、楽しむ気持ちを大切にします。拾ったもので絵を描く

のもとても楽しいものです。（付図 5）とにかくこの時期は楽しい経験やおも

しろい発見を積み重ねていくことを大事にします。ここでは擬人化したような、

ストーリー性のある絵本が子どもたちの心に届き、自然への案内役となります。 

    首先，七歲以下(小學低年級以下)的孩子們在森林裡時，會漫步在綠意盎然

之中。似乎只有像蟲子或小鳥之類會動的小動物才能從滿遍綠意中跳脫出來。孩

子們最初階段是感受似乎能從大自然中發現什麼的喜悅，接著以大自然為對象畫

畫的時候，孩子們也很珍惜樂在其中的心情。利用撿到的東西作畫也是件很開心

的事。(附圖 5)總之，我非常珍惜在這段時間所累積的歡樂經驗及有趣的發現。

像這樣擬人化且具有故事性的繪本皆可成為觸動孩子們的心靈，帶領孩子們接近

大自然的腳色。 

 

そして、9歳以上になると植物の違いがわかり、何かに気付き始めます。種

や葉など、植物の一部をスケッチしてみることもできます。興味のある子には

名前や性質を教えると、かなり吸収力があります。そして、つぼみが花となり、

実となり、実の中に種が入っている等、植物の変様が、一つの植物としてつな

がります。一つ一つの動植物の命が全体の森としてつながっていることを意識

し始めます。実際に観察したことを、絵本によって得た知識と結びつけること

もできるようになります。子ども向けの図鑑も、じっくりと読むようになりま

す。 

    孩子們到了 9歲後就開始了解植物的差異性、開始注意起許多事物，也開始

能夠畫出植物的一些部位，例如種子或葉子等等。若能針對好奇心強的小孩，教

導他們植物的名字或是性質的話，他們很快就能吸收。並且作為一個植物，孩子

們會發現從蓓蕾到開花結果、果實裡又蘊藏著種子…等植物的各種成長樣貌。他

們也會開始意識到每一個動植物的生命都與整個森林有所關聯。他們也逐漸能將

實際觀察到的東西與繪本裡的知識相互結合，也更能夠好好地閱覽孩子們專屬的



圖鑑。 

 

大人は、より細かい専門的知識に興味を持ちます。葉の付き方や冬芽など、

植物の細部に目が向き、図鑑を見る力も付きます。知識が増えることが喜びと

なり、興味は森全体に広がります。植物スケッチなどに取り組むと、今まで知

らなかったことにも気づき、意外とおもしろかったという感想がよく聞かれ、

植物への興味が深まります。自分の写真やスケッチなどで本を作ってみること

もできます。 

    而大人們會對更細微的專業資訊感到興趣，他們會注意葉子的排列方式或冬

芽…等植物的細部狀況，他們也會因為增廣見聞而感到喜悅，好奇心也因此蔓延

到整片森林。我個人致力於植物素描後，讓我學習到許多從未聽過的事，也能夠

經常聽到很意外或是很有趣的感言，對植物的興趣更加濃厚。也可以用自己的照

片或是素描…等試著創造一本書。 

 

●おわりに 

このように、環境教育の中で絵本の果たす役割はとても大きく、絵本は、自

然と私達の橋渡し役と言えます。私達は絵本と共に自然を学ぶことができます。

絵本の中に込められた先人、他者がつかんだ自然を知り、また絵本を作ること

を通して自然と深いつながりを持てるのです。 

●後記 

    像這樣在環境教育之中，繪本發揮的作用非常大，繪本可說是大自然與我們

之間的橋樑。我們可以與繪本一起認識大自然，透過繪本，我們也可以去感受以

前的人們所描繪的大自然，而透過繪本的製作，更可以加深我們對大自然的情

感。 

 

環境教育というと、何か特別のプログラムを用意することだと思いがちです

が、まずは自然の中でたっぷりと時間を過ごすことが大切なのではないでしょ

うか。木に登ったり、草花をかじったり食べたり、笛を作ったり、飾りを作っ

たりと、自然の中で遊ぶ経験を積むことが大事です。時には絵本から遊びのヒ

ントをもらい、時には絵本が生まれることにもつながるはずです。そして子ど

もに自然に興味を持たせる為には、大人が興味を持つことが大事です。大人が

虫を怖がれば、子どもも怖がります。もともと子どもは生き物が大好きなので

す。 

  提到環境教育，大家往往覺得要準備些什麼特別的課程，但首先盡情地在大

自然中度過時間不是更重要嗎？爬樹、吃一些花花草草、做笛子、做一些裝飾品…

等，累積在大自然中遊玩的經驗是非常重要的。我相信有時我們可從繪本裡得到

遊玩的啟發，有時也會因為這樣才有繪本的出爐。另外為了讓孩子們對大自然感

興趣，大人本身有興趣是很重要的。如果大人自己都怕蟲子的話，孩子也會感到



害怕，因為孩子們本來就是喜歡生物的。 

 

豊かな自然環境を守るために、私達が子どもたちに伝えなければいけないこ

とはたくさんあります。自然の営みと同じで、人も次世代に伝え続けなければ

いけないものがあるはずです。その鍵を、絵本が握っているのではないでしょ

うか。 

    為了守護豐富的大自然資源，我們有許多必須傳達給孩子們的事，就如同大

自然的運作，人們也應該必須如大自然一樣做好傳承下一代的工作，就是繪本了

吧！ 

 

 付図１函館山  附圖 1函館山 

 付図 2aエゾエンゴサク  附圖 2a東北延胡索 



 付図 2bすみれ 附圖 2b紫羅蘭 

 付図 3種 附圖 3種子 

 付図 4観察パンフ 附圖 4觀察用小冊子 

 付図 5（草木絵） 附圖 5(草木畫) 


