
１．問題の所在

　「おしりたんてい」シリーズ、「かいけつぞろり」
シリーズ、「ルルとララ」シリーズなど、2018年に「朝
の読書」で、小学校低学年に読まれた本の９割をシ
リーズ作品が占めている１。『日本児童文学』の中で、
田中美保子が「「シリーズもの」こそ、コミックやゲー
ム本以外で、子どもたちが自発的に読む唯一の本、
といっても過言ではない」２と述べたのは、2003年
のことであった。それから20年近く、「シリーズもの」
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活況は、今なお継続中である。
　幼児から小学校低学年くらいまでの子どもを中心
読者とした幼年文学において、作品のシリーズ化が
顕著になったのは、1970年代から80年代にかけて
である。なかでも、食べ物を中心テーマとしたシリー
ズ作品がこの時期から数多く登場している。たとえ
ば、角野栄子の『スパゲッティがたべたいよう』『ハ
ンバーグつくろうよ』などの「小さなおばけ」シリー
ズや、山脇恭の『大どろぼうはケーキやさん』『大ど
ろぼうとおばけのカレーライス』などの「大どろぼう」
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シリーズ、寺村輝夫の『こまったさんのスパゲッティ』
『わかったさんのクッキー』で始まる「こまったさん」
「わかったさん」シリーズなどのように、エピソード
ごとに、スパゲッティやハンバーグ、カレーライス
やケーキといった子どもの好きな食べ物が登場して、
物語が展開している。これらのシリーズ作品は、文
学的な評価は決して高くはなかったが、多くの子ど
も読者に支持され冊数を重ねた。食べ物を扱った子
どもの本はヒットするという言われ方がされるのも、
こうした事情と無縁ではないだろう。
　こうした食べ物を扱うシリーズの先駆けとなった、
寺村輝夫の『ぼくは王さま』（1961、理論社）は、「王
さま」というキャラクターを構築する上でたまごを用
いた。1960年代当時、「巨人・大鵬・たまごやき」
が子どもの好きなものとして流行語になっていたこ
とを鑑みても、王さまの大好きな食べ物が、たまご
であったことが、王さまというキャラクター造形に与
えた意味は小さくないだろう。
　筆者は、これまで幼年文学のなかの〈食〉が果た
す役割や、その変遷について考察してきた３が、本
論においては〈食〉と〈シリーズ〉に着目して考察
していきたい。食べ物がキャラクターにどのような
性格を与えているのか、また作品やシリーズ全体の
なかで、どのように機能しているのかについて明ら
かにしていくことを目的とする。
　今回、幼年文学における〈食〉と〈シリーズ〉に
ついて考える手がかりとして、寺村の『ぼくは王さま』
とおなじく、パディントンというキャラクターを構築
する上でママレードを用いた、マイケル・ボンド

（Michael Bond）の『くまのパディントン』を取り上
げ、比較検討していくこととする。
　『ぼくは王さま』は1961年、『くまのパディントン』
は1958年と、ほぼ同時期４に出版されて以来、60年
にわたって読み継がれている人気シリーズである。

「ぼくは王さま」シリーズ（以下、「王さま」シリーズ）
は全24作５、「くまのパディントン」シリーズ（以下、

「パディントン」シリーズ）は、原書では15作、翻
訳書としては10作が出版されている（巻末の作品一

覧を参照）。また、１作が短編連作で構成されてい
るため、各エピソードを独立させた絵本や紙芝居、
アニメ、劇などになっている点でも共通している。
両作品を比較検討していくことで、幼い子の文学に
おける〈シリーズ〉と〈食〉の役割や関係性、共通
点や相違点等を見いだせるのではないかと考える。
　なお、ここで言うシリーズとは、出版者側の区分
けによるものを指しているのでなく、一作者による
作品で、同じ登場人物が活躍する一連の物語のこと
を指している。
　分析テキストは、以下の通りである。
・ 寺村輝夫（1996）『寺村輝夫のぼくは王さまはじめ

の全１冊』理論社（文中では１と表記）
・ 寺村輝夫（1997）『寺村輝夫のぼくは王さまつづ

きの全１冊』理論社（文中では２と表記）
・ マイケル・ボンド作　松岡享子訳「くまのパディ

ントン」シリーズ（福音館書店）
・ Michael Bond. A Bear Called Paddington. 1958.

　他

２．シリーズであることの意義

（１）幼年文学におけるシリーズの必要性
　両シリーズとも、キャラクターの造形に〈食〉が
関わり、また半世紀以上にわたって幼い読者に支持
されてきた人気のシリーズである。なぜ、ここまで
読み継がれたのだろうか。ここではまず、幼年文学
におけるシリーズの意義と、両作品におけるシリー
ズとしての特徴をみていきたい。
　古田足日（1980）は、1968年を機に幼年文学が大
量に出版される「商品の時代」に突入したと述べた６。

『日本児童文学』誌上においても、1970年代以降、「幼
年文学を問い直す」（1976.2）、「幼年文学の危機」

（1980.11）、「幼年文学の今を問う」（1991.10）といっ
た特集が組まれている。そこでは、幼年文学作品の
パターン化や、テーマやモチーフの喪失が指摘され、
食べ物や、魔女、どろぼうなど、子どもの好きなも
のを登場させれば、それだけで一冊の作品が出来上
がり、しかも安易にシリーズ化されていく状況が批
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判的に論じられている。しかし、そうした批判を受
けながらも、シリーズ作品が子どもたちに読み継が
れていくのはなぜなのだろうか。
　ヴィクター・ワトソン（2000）が、シリーズ物を
好んで読んでいる６歳の男の子に、どうしてシリー
ズを読むのかを尋ねたところ、次のように答えたと
いう。

　　 when you begin a new novel, he explained, it 
is like going into a room full of stranger, but 
reading the latest book in a series which you 
already know is like going into a room full of 
friends.７

　　 （新しい作品を読み始めるのは、知らない人だ
らけの部屋に入っていくようなものだけど、シ
リーズなら仲良しの友達がたくさんいる部屋に
入って行くような感じだから）

　文字の初学者である幼年文学の読者にとって、物
語を読むことは、大人が考える以上に困難を伴うよ
うである。幼年文学が親しい大人に読んでもらって
受容する側面が大きいのもこのためである。文字を
読めるようになったからといって、すぐに物語を楽
しめるわけではない。一人読みを始めたばかりの幼
い読者にとって、ページを開くと、「仲良しの友達」
が次々と現れ、物語世界へと誘ってくれる安心感と
入りやすさは、まさにシリーズものならではであろう。
１話１話が短くまとまった短編連作で構成されてい
るのも、幼い読者にとっては親しみやすく、「仲良し
の友達」といくつかの事件や冒険をいっしょに体験
し、乗り越えて、満足してページを閉じることにつ
ながっているのではないだろうか。

（２）シリーズの２つのパターン
　シリーズと一口に言っても、さまざまな形態があ
る。シリーズを時間軸という観点から見ると、大きく
２つのパターンが存在するのではないか。大塚英志

（1992）の言葉を借りれば、「進行型」と「循環型」

である８。
　たとえば、松谷みよ子の「モモちゃんとアカネちゃ
ん」シリーズのように、主人公の時間が時間軸に沿っ
て流れ、シリーズが進むにつれ主人公が成長してい
くのが、進行型の作品である。シリーズ１作目の『ち
いさいモモちゃん』（1964、講談社）は15話の短編
からなり、モモちゃんの誕生から３歳までのエピソー
ドが描かれる。３作目の『モモちゃんとアカネちゃん』

（1974、講談社）では、モモちゃんは小学生となり、
妹のアカネちゃんが誕生する。確実に時を重ね、経
験を重ねることで、主人公たちは内面的にも成長を
していくのである。
　もう一つは、季節の移ろいは描かれるものの、主
人公はまったく成長しない循環型の作品である。「王
さま」シリーズは、前作のエピソードのなかで体験
した事柄も、次のエピソードではまったく白紙に戻っ
てしまう。いわば、時の流れさえも存在しない「完
全循環型」の作品といえる。たとえば『ぼくは王さま』
に収録された「ぞうのたまごのたまごやき」は、王
さまの家に赤ちゃんが生まれ、その赤ちゃんのお祝
いをするために、ぞうのたまごを探させる話である。
巻頭作品であるにもかかわらず、赤ちゃんの存在は、
以後の作品ではまったく語られることはない。
　同様に、王さまが経験したことも、完全にリセッ
トされてしまう。たとえば、たまご好きが高じて、王
さまは自分でもたまご料理をつくりたいと考える。「そ
のうちに、コックさんにつくってもらうだけでは、が
まんができなくなりました。自分が作れば、もっとお
いしいたまごやきがつくれる、と思いました」（「見
てはいけないたまごやき」『王さまびっくり』）９。た
まごやきだけでなく、城中のたまごを使ってオムレ
ツ作りにも挑戦している王様だが（「くじらのオムレ
ツ」『王さまレストラン』）、その後の「王さまダイマ
の手紙」のなかでは、「王さまは、目玉やきなんて、
つくったこともありません」10と語られる。経験はす
べてリセットされ、王さまは常に同じ失敗を繰り返
すことになる。また、エピソードの中では王さまの
誕生日も描かれるのだが、何歳の誕生日であるかは
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まったく語られない。
　一方、パディントンシリーズは、「ゆるやかな循環
型」の作品といえる。クリスマスや誕生日や四季ご
とのエピソードなども盛り込まれ、「ぼく、もうすぐ
４つになります」（『パディントンとテレビ』p.157）と
いった発言や、「おまえ、わたしたちといっしょに暮
らすようになって、どのくらいたつか、知ってるか
い？」（中略）「３年近くたったんだよ」（『パディント
ンの煙突掃除』p.177）と、時の経過が語られ、パディ
ントンは確実に年齢や経験を重ねている。しかし、
それにもかかわらず、王さま同様パディントンも成
長していかない。王さまもパディントンも、常に同じ
パターンで行動し、同じ結果に落ち着いているので
ある。
　王さまは、わがままや好奇心から行動をおこし、
さかさまの世界に入り込んだり、困ったことに巻き
込まれたりと、総じてよい思いをしない。一方、パディ
ントンは、好奇心や正義感、あるいは勘違いから行
動をおこし、とんでもないごたごたに巻き込まれつ
つも、最後はすべてまるくおさまっていく。この結
末の違いが、子どもの共犯者でありたいと考える寺
村の思いとは裏腹に、王さまシリーズは時に教訓的・
しつけ的だと批判される理由になっているのだと思
われる。わがままな王さまと慎重で礼儀正しいパディ
ントンと、性格は異なるものの、どちらも好奇心旺
盛で、まず行動する主人公であり、徹底したパター
ン化によって作品が構成されていることがわかる。
　進行型のシリーズにおいても、循環型のシリーズ
においても、ページを開くと、なじみ深い「仲良し
の友達」が現れ、幼い読者といっしょに物語世界を
旅してくれる点は、共通の特徴である。しかし、循
環型の作品は「王さま」シリーズや「パディントン」
シリーズにみられたように、主人公の行動と思考、
それに伴う結末が定型化しており、読者の期待や予
想を大きく逸脱することがない。このおきまりの物
語のパターンも、やはり幼い読者に安心感と安定し
た満足感を与えるものだと思われる。幼年文学のシ
リーズ作品においては、進行型よりも循環型の作品

が多くみられるのも、なじみ深い主人公と、なじみ
深い物語パターンという二重の安定性が影響してい
るのではないだろうか。

（３）不変への希求・変化への希求
　事実、理論社の編集者であった小宮山量平は、「王
さま」シリーズについて「パターン化というならば、
これ以上のパターン化はありません。作者も編集者
も、そのパターン化をあえて意識的に押しすすめて
きたのでした」11と述べている。また、寺村自身も、
あえてパターンから抜け出さないために、自分自身
を変える努力をしてきたのだという。

　　 そこからぬけ出さないということは、かなり努
力がいることでね、（中略）ぬけ出さないために、
ぼくは、生活を変えるとか、あるいは、アフリ
カに異常に興味をもってしまうとか、自分じゃ
離れてはいないんだけれども、ひとつ自分の創
作というものから離れて、そのパターンを変え
ないために、その周囲をめちゃめちゃに変えて
みるということをやっているつもりなのね。12

　これまで、パターン化というと「安易な創作」と
同義に用いられ、そのために低く評価される傾向が
あったが、別の視点からの評価が必要なのではない
だろうか。
　昔話研究者のマックス・リュティは、昔話がさま
ざまな地域で、さまざまな人々に語られながらも、
昔話としての形式を保持し続けていることを次のよ
うに述べている。

　　 この平面的叙述はすべて無能力から生まれるの
ではなくて、昔話の非常に断固としたたしかな形
式意思から生まれるものであることを感じる。13

　単に「無能力」であるため、同じ形式を保持して
いるのではなく、昔話が昔話であるための「形式意
思」が働いているのだというのである。
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　「王さま」シリーズにしても「パディントン」シリー
ズにしても、安易なパターン化ではなく、マックス・
リュティの言葉を借りれば、シリーズを構築してい
く「形式意思」としてとらえることができるのではな
いだろうか。もちろん、ただ形が同じであればよい
というものではない。消えていったシリーズ作品も
数多く存在するように、幼年文学の正直な読者たち
は、つまらなければ次作を手に取ることはしない。
　循環型のシリーズ作品には常に「不変」と前エピ
ソードとはまったく異なる新たな事件という「変化」
の両方が求められる。寺村は、それを自覚していた
からこそ、パターン化から抜け出さないために、逆
に自身の生活を大きく変える努力を重ねていたのだ
ろう。寺村は、作品が生まれてくるときの「大きな
原動力」は、「踏襲してきたパターン」から生まれる
のではなく、「なにかほかのことをやってみる、ほか
のことにものすごく興味をもってみる、そうすると、
その興味に触発されて」14湧き出してくるのだと述
べている。
　王さまやパディントンは、「形式意思」に貫かれた

「不変」と奇想天外な新たな事件という「変化」の
両方の欲求を満たしてくれる作品であるといえる。

３．作品中の〈食〉の機能

　では次に、作品中で〈食〉がどのような機能を果
たしているかを考察していきたい。「王さま」シリー
ズ、「パディントン」シリーズを〈食〉という観点か
ら分析していくと、〈食〉が３つの重要な役割を果た
していることがみえてくる。一つは、シリーズをシリー
ズたらしめる固定化の役割、二つ目はキャラクター
の性格や行動など、人物造形における役割、そして
三つ目は作品のモチーフと深く関わっていることで
ある。
（１）〈食〉による固定化
　次にあげるのは、「王さま」シリーズの書き出し部
分である。

　　 王さまに、−なにが、一ばんすきですか−。と

きいたら、「たまご。」とこたえました。「たまご
やきが一ばんうまいよ。あまくてふーわりした、
あったかいのがいいね。」王さまは、朝もひるも、
夜も、いつもたまごやきをたべていたんだそう
です。（「ぞうのたまごのたまごやき」『ぼくは王
さま』１　p.９）

　　 あなたがよくしっている、王さまのお話です。た
まごのすきな、王さまです。たまごやきなら、一
日に五つでも六つでも、よろこんで食べるのです。

（「ガルメ星のどく」『王さまロボット』１　p.181）

　　 王さまは、たまごやきが大すきでした。朝はめ
だまやき、ひるはオムレツ、夜はゆでたまご…。
たまごがないと、ごはんをたべないほど、すき
でした。（「見てはいけないたまごやき」『おうさ
まびっくり』１　p.300）

　王さまがたまごを好きなこと、それも朝も昼も夜
も食べるほどたまごが好きなことが繰り返し語られ
ている。
　同様に「パディントン」シリーズでも、事あるご
とにパディンとママレードの密接な関係が語られて
いる。最初にパディントン駅でブラウンさん夫妻に
出会ったとき、パディントンはペルーからママレード
を食べながら密航してきたのだと自慢げに話してい
る。「ママレードは、クマの大好物ですからね。ぼく
はこれを持って、救命ボートの中にかくれていたん
です」（『くまのパディントン』p. ６）。また、常にマ
マレードを持ち歩き、何か別のことをしながらでも、

「ときどき、自分でも気がつかずに、ママレードのび
んに前足をつっこんだりしていました」（同　p.190）
と、無意識のうちにママレードに手を伸ばしている
様子が描かれる。

　　 まったく、あのクマときたら、１マイル先からで
も、ママレードのにおいをかぎつけるんですか
らねえ。（『パディントン一周年記念』p. ４）
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　　 パディントンは、ママレードの大の信奉者でし
た。食べること以外にも、あらゆることにママ
レードを使いました。（『パディントンとテレビ』
p.12）

　これらの場面からも、パディントンが大のママレー
ド好きで、ママレードを片時も離さず、またママレー
ドを万能のように捉えていることがわかる。
　王さまとたまごが切り離せないように、パディント
ンとママレードも、切り離せない存在として、繰り
返し登場しているのである。
　こうした同一アイテムを繰り返し用いるというの
も、昔話の形式と共通している。マックス・リュティ
は、昔話の固定性について次のように述べている。

　　 公式的な同じ数のくりかえしの傾向は、昔話に
固定化した表情をあたえるのに非常に役立って
いる。昔話は現実とはことなり、変化のある多
様性とか数の偶然性を知らない。昔話が求めて
いるものは抽象的確定性である。そのことは、
昔話がある文章全体や長い一連の文章を一語
たがわずくりかえすのをみても感じられる。同
じことがおきたら、同じ言葉でくりかえすこと
が重要なのである。昔話の語り手はたいてい、
変化をあたえるために言葉をいれかえることを
さける。—それは無能力ゆえにではなく、様式
上の要求からそうするのである。頑固な、厳格
なくりかえしがあらわれると、それはやはり抽
象的様式の一要素である。15

　昔話では３や７、12といった数が好んで使われる。
「３びきのこぶた」「３びきのくま」「３びきのやぎの
がらがらどん」など、登場者が３という話が多いだ
けでなく、出来事も３回繰り返される。しかも、同じ
出来事は「同じ言葉でくりかえす」のである。たと
えば「桃太郎」でも、犬、猿、キジと３匹が順番に
登場し、そのたびに「桃太郎どん、桃太郎どん、ど
こへ行くのですか」「鬼ヶ島へ、鬼退治にいく」「お

腰のものは、なんですか」16と、まったく同じやりと
りが３回繰り返されるのである。創作の文学である
なら、さまざまな言葉を駆使して異なる表現を用い
るのが通常だが、昔話においては、この「固定した
逐語的反復」17が重要であり、昔話の形式を保持す
る役割を果たしているのである。しかも、この昔話
の単純明快さが、聞き手である子どもたちにとって
は、わかりやすさやイメージしやすさをもたらすこと
になる。
　「公式的な同じ数のくりかえし」や「固定した逐語
的反復」が昔話の抽象的様式であり、形式を固定化
する働きをしているように、「王さま」や「パディン
トン」においては、繰り返し語られる「たまご」や「マ
マレード」がこの固定化の役目を果たしているので
はないだろうか。つまり、「たまご」や「ママレード」
が、シリーズをシリーズたらしめる「不変への希求」
を満たす、一要因として機能しているといえる。

（２）キャラクター造形における〈食〉
　こうした形式の固定化だけでなく、「たまご」や「マ
マレード」などの私たちの生活に密着した食べ物は、
その食べ物自体がもつ文化的背景やイメージが存在
し、その食べ物のイメージがもたらす共感性や親和
性を王さまやパディントンに与えていると思われる。
　先述したように、『ぼくは王さま』が出版された
1960年代当時は、子どもの好きなものの代表として「巨
人・大鵬・たまごやき」と言われた時代である。当然、
たまごの好きな王さまは「子ども」のイメージと強く
結びついている。また、たまごは栄養価が高いとさ
れる食べ物だけに、「子どもらしい元気な子ども」の
イメージを与えたといえる。好奇心旺盛で、大好きな
たまごを朝も昼も夜も食べ、勉強が嫌いで遊びが好
き、わがままでいばりんぼう、注射が嫌いで、ときど
き嘘もつくという自由奔放な王さまのキャラクターは、

「どこの家にもこんな王さまいるんですって」18という
言葉が象徴しているように、まさに、やんちゃな子
どもの象徴なのである。王さまの一番好きなものが

「たまご」ではなく、「お漬け物」や「肉じゃが」だっ
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たら、まるっきり異なるイメージを抱くことになった
だろう。
　一方、ママレードだが、薄切りのバタートースト
にたっぷりとママレードをのせて食べるのは、イギ
リスの朝食の定番だといわれている。そもそも17世
紀にイギリスが砂糖貿易を独占していた歴史的経緯
もあり、ジャムづくりの伝統がイギリスにはある。マ
マレードの歴史を著したアン・ウィルソン（1999）は、
その冒頭で、ママレードの発祥の地がイギリスでな
いことを残念そうに述べているが、それだけイギリ
ス人にとってママレードに対する思い入れは、特別
なものがあるようである。1995年５月10日には、
National Marmalade Dayという祭典が行われてい
る。1495年にママレードがポルトガルからイギリス
にもたらされて500年がたったことを祝って行われ
たという。また、2005年からは手作りママレードを
競うMarmalade Awardが 設 立され、あわ せ て
Marmalade Festivalが毎年行われている。
　パディントンがママレード好きということで、親
近感や親しみやすさ、イギリスらしさが付与されて
いることは間違いないのではないだろうか。それは、

『くまのパディントン』を「まったく英国らしい」と
評したバージニア・カーカス（1960）の言葉からも
うかがえる19。
　しかし、食の持つコンテクストも時代によって変
化していくのも事実である。日本において1960年代
ほど、たまご好きの子どもがいなくなったように、イ
ギリスでも近年、ママレードの消費が減少している
という。Marmalade Awardが創設された背景にも、
そうした状況を危惧し、イギリスの伝統を維持しよ
うとする意図もあったのだろう。
　ブリア・サヴァランは「どんなものを食べている
か言ってみたまえ。君がどんな人であるかを言いあ
ててみせよう」20と述べ、食べ物によってアイデンティ
ティが形成されるのだと述べたが、作中の主人公た
ちは、何を好きな食べ物に設定するかによって、た
しかに性格や行動が大きく左右されると思われる。

（３）作品を動かすモチーフとしての〈食〉
　さて、「たまご」や「ママレード」は、固定化や主
人公の性格に寄与しているだけでなく、作品を動か
す重要なモチーフともなっている。
　「王さま」シリーズの最初の作品となった「ぞうの
たまごのたまごやき」では、「ぞうのたまご」探しが
大まじめで行われるが、他にも、「くじらのたまご」
や「ライオンのたまご」、「しまうまのしましまたまご」
など、常識的には存在しないたまごがシリーズには
登場している。また、新たな生命は、たまごの殻を
破ることによって誕生してくる。あるいは卵を割るこ
とによって初めて中身を食べることができるのだが、
殻をわれば、たまごがでてくるはずである、という
常識も「王さま」のなかでは、ことごとく覆される。

　　 王さまが、にわをさんぽしていると、きのう、
たまごをうめたところから、草のめが出ていま
した。「おかしいな。たまごから、めが出るなん
て…？」（中略）「ふしぎなフライパンだな。く
すりをちゅうしゃしたたまごからうまれるなん
て。

　　 （「ひみつのフライパン」『王さまめいたんてい』
１　p.330-331）

　　 王さまはオムレツをつくることにしました。とこ
ろが、たまごをわったとたん、中からうさぎが
とびだしてきました。

　　 （「王さまレストラン」『王さまレストラン』１　
p.454）

　　 「そうだ。ぼくは、おなかがすいてるんだった。」
たまごを、なまのまま食べようとおもいました。
そして、カッ！たまごをわったらー。たまごがわ
れて、出てきたのは、ねこでした。

　　 （「空をとんだトースト」『王さまレストラン』１
　p.475）

　　 「ライオンは、たまごをうむか」「うむ。」「ライオ
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ンがうんだたまごで、オムレツができるか。」「で
きる」「ライオンは、王さまを食べるか」「……。」
こたえるまえに、王さまは、ライオンにのみこ
まれていました。（中略）のこされたライオンが
たまごをうみました。ライオンもいなくなりまし
た。ライオンのたまごの、からをやぶって、王
さまがでてきました。

　　 （「王さま魔法が大すき」『まだまだつづくぼくは
おうさま』２　pp.642-643）

　たまごから、芽が出てフライパンの花が咲いたり、
オムレツを作ろうとたまごを割ったとたん、中からう
さぎがとびだしてきたり、ねこがとびだしてきたり、
あるいは逆に、あらゆるものがたまごの中に吸い取
られ、ある時は、ライオンに食べられた王さまが、
そのライオンの生んだたまごのなかから、でてきた
りもするのである。
　殻を破って新たな生命がたまごの中から誕生する
ように、「王さま」シリーズは常識や既成概念という
殻を破り、世界を転覆させ、混沌とした摩訶不思議
な世界を作り出して見せる。1960年代以前、子ども
の読み物にしつけや教育性が求められていた時代、

「食べ物」の話を書くことさえ下品なこととタブー視
されていた。寺村はこれまでの幼児向け作品の枠を
打ち破るために、あえて「食べ物」を出して創作し
たという21。たまごは、まさに常識という枠を壊して、
ナンセンスという新たな境地を開いた「王さま」シ
リーズを貫く象徴になっているのである。
　では、パディントンの方は、どうだろうか。パディ
ントンは、常にママレードのびんに前足をつっこん
でいるうえ、ママレードの大の信奉者で、何にでも、
たとえば、のこぎりのすべりをよくするためにもママ
レードを使う。当然、パディントンはいつもべたべ
たとしている。ブラウン家の家政婦であるバードさ
んが、「まったく、おまえくらい、しょっちゅうそこら
じゅうベタベタにするクマは見たことがないね」22と
こぼすほどである。実は、このママレードのべたべ
たとしたしみ（marmalade stains）や、ママレード

の皮はパディントンを表す印、マーク（mark）になっ
ている。たとえば、お隣に住むカリーさんとゴルフ
大会に参加したパディントンは、自分たちのボール
とほかのボールを見分けられるように、ゴルフボー
ルにママレードの皮を張り付ける。

　　 「だいじょうぶですよ、カリーさん」と、パディ
ントンは熱をこめて言いました。「ぼく、ボール
の横に、ママレードの皮で、特別のしるしをつ
けておきましたから。」「ママレードの皮だと？」
と、カリー氏はくりかえしました。「そいつは、
はがれないのか？」「はがれませんよ、カリーさ
ん。」と、パディントンは自信をもっていいました。

　　（『パディントン街へ行く』p.46）

　これが列車の運転席に飛びこんだパディントンの
打球をパディントンのものだと見分ける手がかりに
なり、結果として最長飛距離賞を獲得するという幸
運な結果をもたらすのである。
　また、パディントンがいったんペルーに帰ること
になり、このまま二度とイギリスに戻らないのではな
いかという不安がブラウン家に広がったとき、バー
ドさんは次のように述べている。

　　 「しみは、そのままのこしておきます。」と、バー
ドさんが、きっぱりした口調でいいました。「だ
れがなんていったって、洗い落としませんから
ね。」　　　　（『パディントンの煙突掃除』p.181）

　そして、パディントンが、またすぐにイギリスに
帰ってくるつもりでいることが分かると、

　　 「安心して、壁のママレードのしみを洗い落と
せるってことですわ。だって、こんど帰ってき
たときに、新しくしみをつける場所がいります
もの。」　　　　　　　　　　　　 （同　p.183）

　つまり、ママレード、あるいはママレードのべた
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べたとしたしみは、パディントンの存在そのもので
あり、パディントンの巻き起こす数々の冒険、すな
わち幸せな「ごたごた」をも表しているのではないか。
　初めてのクリスマスに、驚くほどたくさんの人か
ら、パディントン宛のクリスマスカードが届いたこと
に対して、バードさんは次のように言っている。

　　 「おまえは、ただの小さいクマかもしれないけ
ど、」（中略）「でも、たしかに行く先々にあとを
残すわね。」（『パディントントンのクリスマス』
p.168）

　　 “You may be only a small bear,” ... “but you 
certainly leave your mark.”23

　パディントンが存在すること自体、また、そのパ
ディントンが巻き起こす事件の数々は、平凡な日常
におけるしみ、しかも笑いとユーモアに満ちたしみ
なのである。
　それは、パディントンが日頃大事にしている帽子
のしみや、数々の冒険を記した切り抜き帳にも通じ
るものがある。次に引用するのは、パディントン愛
用の山高帽が、デパートでクリーニング液の実演販
売用に使われそうになった場面である。しみ抜きを
されそうになった自分の帽子をみてパディントンは
びっくりする。

　　 「しみぬきだって？」パディントンは、自分の耳
が信じられませんでした。

　　 あんなに長い間かかって、やっとあれだけたく
さん集めたしみなのに・・・。古いものはもう
うんと古くて、いったい何でついたしみなのか
思いだせないものもあります。中には、ペルー
でおじさんがつけたしみもあるのです。

　　 「これは、どこにでもあるしみとしみが違うんで
す！」と、パディントンはかんかんになって叫
びました。「相続したしみもまじってるんですか
ら。」　  　（『パディントンとテレビ』pp.138-139）

　　 “Get rid of my stains?” repeated Paddington, 

hardly able to believe his ears. It had taken 
him a long time to collect all the different 
stains on his hat. Some of them were so old 
he had almost forgotten how they had got 
there in the first place, and some had even 
been made by his uncle in Peru.

　　 “Those arenʼt ordinary stains,” he exclaimed 
hotly. “Some of them have been handed 
down.”24

　パディントンが、あちこちでベタベタと残す「しみ」
は、相続した帽子のしみ同様、なにものにも代え難
い大切なものなのである。そして、そのベタベタ、
ごたごたを繰り返しながら、人と人とを結び付け、
忘れられない思い出を残していく。
　テームズ川へピクニックに出かけたブラウンさん
一家が、例のごとくパディントンの巻き起こした騒
動に巻き込まれ、すべて丸くおさまったときにブラ
ウンさんがいう一言が象徴的である。

　　 「きょうは、わたしたちが、川ですごした日のう
ちで、いちばんおだやかな日だったというわけ
にゃいかんだろうが、しかし、いちばんいい日
だったってことは、たしかだね。」

　（『パディントンの一周年記念』p.26）
　　 “It may not have been the quietest day weʼve 

evere spent on the river, but itʼs certainly the 
nicest.”25

　おだやかで平穏無事（quietst）な１日がしみ一つ
ないまっさらな日だとすれば、パディントンとともに
ごたごたに巻き込まれる１日は、おだやかではない
けれど、ドキドキワクワクした、しみのついた、「い
ちばんいい日」（nicest）なのだといえるのではないか。
それは生き方や世界をとらえる視点にも通じている
ように思われる。
　他にもシリーズ中には、高級レストランポーチェ
スターでのママレードサンドイッチ事件やスミス・
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コームリー夫人のダンスパーティーなど、ママレー
ドやママレードサンドイッチが、ごたごたの発端で
もあり、また同時にすべてを丸く収める力となって
いる作品も存在する。
　「ぼく、きっと、もっともっとたくさん冒険すると
思うんです。だって、ぼくの行くところ、かならず
何か起こるんだものね。」（『パディントンのクリスマ
ス』p.191）。パディントンの残すしみは、パディント
ンという存在そのものでもあり、彼の引き起こす冒
険と同義ととらえることも可能である。どこにいって
も、なにかしら事件を巻き起こし、ベタベタとしみを
つけていくパディントンは、周囲に笑いとユーモア
と活力をもたらし、人と人とをつないでいく。おだ
やかで何もない１日もいいけれど、意外な出来事や
思いもかけないハプニングもまた、人生に笑いと豊
かさをもたらしてくれる…。「パディントン」シリー
ズの根底にあるメッセージではないだろうか。
　こうして考えると、「パディントン」シリーズにお
けるママレードも、「王さま」シリーズ同様、主人公
のキャラクターと密接に結びつき、シリーズ自体を
貫く象徴として機能しているのではないかと思われ
る。

４�．「王さま」シリーズと「パディントン」
シリーズにおける〈食〉の役割

　「王さま」シリーズと「パディントン」シリーズを〈食〉
と〈シリーズ〉の両面から考察してきた。
　いずれも時間軸に沿って主人公が成長していく進
行型のシリーズではなく、常に同じパターンで失敗
を繰り返す循環型の物語であった。この循環型の物
語において重要なのが、パターンという土台を保ち
ながらも、まったく新しいと感じさせるオリジナリ
ティのある事件が繰り広げられることである。本論
の中では、不変への希求と、変化への希求という言
い方をしたが、この双方が満たされてこそ、長く読
み継がれるシリーズとなりうるのである。この不変
を維持する一つの装置として、「たまご」や「ママレー
ド」が機能していたといえる。

　また、「たまご」は子どもらしさ、「ママレード」
は伝統的なイギリスらしさとも結びつき、好奇心旺
盛で食べることや遊ぶことに目がない王さまや、や
はり好奇心旺盛で正義感が強く、礼儀正しいけれど
も事件を巻き起こすパディントンというキャラクター
の造形にも影響を与えていた。〈食〉のもつ文化的・
社会的コンテクストが、キャラクターに膨らみをもた
せ、豊かなものにしているといえる。
　〈食〉はシリーズを固定化させ、キャラクターの造
形に影響を与えるだけでなく、「王さま」シリーズに
おいても、「パディントン」シリーズにおいても、作
品の根本的なものにつながる重要な役割を果たして
いた。殻を破って新たな生命が誕生する「たまご」は、
常識や既成概念という殻を破り世界を転覆させ、摩
訶不思議なナンセンスな世界を創出させた「王さま」
シリーズの世界自体を象徴するものだといえる。
　また、いつも「ママレード」でベタベタ、ねとね
としているパディントンは、当然、あちこちに、しみ
や印を残す。ベタベタに引き寄せられるように、事
件や事故も起きる。しかし、「おだやかな日」ではな
いが「いちばんいい日」という、ブラウンさんの言
葉に象徴されるように、何も起こらない平穏な毎日
よりも、あちこちにしみを残しながらも、人同士がつ
ながり、「こんな愉快なことは、何年来はじめてだ。
これほど腹の底から笑ったのは久しぶりだ」26とい
わしめるような、ハプニングと笑いに満ちた楽しい
思いを重ねていくことの方が、生きる意味につながっ
ているのではないか。そんな作品の根底を流れるメッ
セージと「ママレード」は深くつながっているので
はないかと思われる。
　以上、みてきたように、「たまご」や「ママレード」
は、単においしそうという印象を残すだけの役目で
はけっしてなく、シリーズという形式自体や作品全
体を貫くテーマとも深く関わり、重要な役割を果た
しているといえる。
　今回は、２シリーズを取り上げたにとどまったが、
今後は、他の進行型のシリーズ作品などにもあたり、
幼年文学における〈食〉について検討していきたい
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と考える。

１　朝の読書推進協議会調査「2018年度『朝の読書』で
読まれた本」
２　田中美保子（2003）「「シリーズもの」と「キャラク

ター」—仲よしがいっぱいいる部屋」『日本児童文学』
49（２）小峰書店　p.18

３　佐々木由美子（2007）「「みんなで食べると楽しいね-
幼年文学と〈食〉の関係」『子どもの本と〈食〉』玉川
大学出版、佐々木由美子（2019）「幼年文学における食
べ物の描かれ方をめぐって」『東京未来大学研究紀要』
13など。

４　『ぼくは王さま』所収の「ぞうのたまごのたまごやき」
の初出は、1956年に出版された『幼児のための童話集
　第２集』である。

５　ここでいうシリーズとは便宜上の呼称である。「ぼく
は王さま」シリーズは、出版社では「ぼくは王さま全集」

（全10巻）と命名している。また、作品を組み替え、画
家も変え、1998年には新たに「寺村輝夫・王さまの本」
シリーズという新シリーズもだしている。ここでは「ぼ
くは王さま全集」（10巻）、「ぼくは王さまⅡ」シリーズ（全
10巻）、「ぼくは王さまⅢ」シリーズ（全４巻）をあわせて、

「ぼくは王さま」シリーズと呼称した。
６　古田足日（1980）「座談会　幼年童話を考える」（『日

本児童文学1980.12）。他『現代日本児童文学への視点』
（理論社、1981）でも同様の発言がみられる。

７　Victor Watson.（2000） Reading Series Fiction : 
F r om  Ar t hu r  R a n s ome  t o  G en e  K em p . 
RoutledgeFalmer, p.6

８　大塚英志（1999）『システムと儀式』筑摩書房大塚は、
漫画における時間の描かれ方として、「サザエさん」に
代表される「循環型」と、「タッチ」等に代表される「進
行型」があると説明している。

９　寺村輝夫（1996）「見てはいけないたまごやき」『王さ
まびっくり』（『寺村輝夫のぼくは王さまはじめの全１冊』）
理論社　p.300

10　寺村輝夫（1996）「王さまダイマの手紙」『寺村輝夫
のぼくは王さまつづきの全１冊』理論社　p.552

11　小宮山量平（1982）「王さま、さようなら！」『寺村輝
夫童話全集』ポプラ社　p.1

12　神宮輝夫（1988）『児童文学作家対談2』偕成社p.99
13　マックス・リュティ・小澤俊夫訳（1969）『ヨーロッ

パの昔話—その形式と本質』岩崎美術社　p.41
14　神宮輝夫（1988）前掲書　p.100
15　マックス・リュティ・小澤俊夫訳（1969）前掲書p.60
16　小澤俊夫（1995）『日本の昔話３　ももたろう』福音

館書店p.15
17　マックス・リュティ・小澤俊夫訳（1969）前掲書p.91
18　寺村輝夫（1961）『ぼくは王さま』理論社の扉に記さ

れた言葉。
19　Virginia Kirkus（1960）Service , August 15 p.676
20　ブリア・サヴァラン、関根秀雄・戸部松実訳（1967）『美

味礼讃』岩波書店　p.23
21　寺村輝夫（1976）「座談会　幼児・幼年の文学は成

立するのか」『日本児童文学』２月号のなか等で発言。
22　マイケル・ボンド、松岡享子訳（1969）『パディント

ンの一周年記念』福音館書店　p.6
23　Michael Bond.（1959）More About Paddington  p.126
24　Michael Bond.（1962）Paddington at Large  p.102
25　Michael Bond.（1960）Paddington Helps Out p.24
26　マイケル・ボンド、松岡享子訳（1969）前掲書　p.175
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作品一覧
１ ぼくは王さま 1961 １ A Bear Called Paddinton 1958 くまのパディントン 1967
２ 王さまばんざい 1967 ２ More About Paddington 1959 パディントンのクリスマス 1968
３ 王さまロボット 1975 ３ Paddington Helps Out 1960 パディントンの一周年記念 1969
４ 王さまびっくり 1974 ４ Paddington Abroad 1961 パディントンフランスへ 1970
５ 王さまめいたんてい 1977 ５ Paddington at Large 1962 パディントンとテレビ 1971
６ 王さまたんけんたい 1978 ６ Paddington Marches On 1964 パディントンの煙突掃除 1977
７ 王さまレストラン 1981 ７ Paddington at Work 1966 パディントン妙技公開 1989
８ 王さまパトロール 1984 ８ Paddington Goes to Town 1968 パディントン街へ行く 2006
９ 王さまかいぞくせん 1985 ９ Paddington Takes the Air 1970 パディントンのラストダンス 2007
10 魔法使いのチョモチョモ 1969 10 Paddinton on Top 1974 パディントンの大切な家族 2008
11 Ⅱ　王さまなぞのピストル 1990 11 Paddington Takes the Test 1979
12 王さまきえたゆびわ 1992 12 Paddington Here and Now 2008
13 王さまゆめのひまわり 1991 13 Paddington Race Ahead 2012
14 王さまスパイじけん 1991 14 Paddingtonʼs  Finest Hour 2017
15 王さまうらない大あたり 1992 15 Paddington at St.Paulʼs 2018遺稿

16 王さまなくした時間 1992
17 王さまなぜなぜ戦争 1993
18 王さまダイマの手紙 1993
19 王さま魔法ゲーム 1994
20 王さま魔女のひみつ 1994
21 Ⅲ　王さま魔法が大すき 1995
22 王さまでかけましょう 1995
23 王さまくじらのズボン 1996
24 王さまひみつのボタン 1996
＊単行本所収年
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