
2021 年 7 ⽉ 14 ⽇（⽔） 
伝承のわらべ唄講座 初めて学ぶ伝承のわらべ唄  

第 4 回「⽣きる⼒を⾝につける唄 ー顔遊び、にらめっこ、⼿遊び、じゃんけんの遊び−」 
 
勝ちたい気持ち、負けたくない気持ち、我慢、努⼒、勇気、⽣きるために必要な⼒を遊びの
中で⾝につけます。伝えられたにらめっこは百⾯相で笑わせるのではなく、だるまになって
膨らませた頬を緩めず、⽬を反らさず睨むにらめっこです。じゃんけんは、拳の働きを知り、
これから楽しいことを始める決まり事として遊びました。 
 
１、顔遊び 
遠野では 1 歳半から⼩学校⼊学までの⼦どもを「わらすっこ」と⾔います。幼い⼦の遊び
は、まず、⼈の顔を知るところから始めます。これが顔遊びです。相⼿の⽬を⾒て話をす
る、話を聞くということは、⼀番⼈に信じられることです。相⼿がどう思っているかを知
るには顔の表情を⾒ることが⼤事です。そのためには⼩さい時から相⼿の顔を⾒るくせを
つけておく必要があります。 
 
「でんびゃひっこめ はな おがれ」（真似っこ⼆つ）            ⼊⾨編 P83 
 
「でんびゃ引っ込め」と唄いながら額を 1 回叩き、「⿐おがれ」と唄いながら、⿐をつまん
で引く。これを何回も繰り返します。1 歳半くらいから向い合って⼤⼈がやって⾒せて、動
作を真似させ、「ここはでんび（額）、ここは⿐」と教えました。3 歳くらいになると⼤⼈は
わざと張ったおでこと、ぺしゃんこな⿐を「ひょっとこみたいだ」とからかいました。そし
て「この唄っこは、ええおなご（おとこ）になる唄っこなんだど」と⾔って⼀緒にやると喜
びました。5 歳頃にもおまじないのように⼀⼈で唄って遊んでいました。本当に⿐が⾼くな
ったように感じ、唄には⼒があると信じました。  
 
「嫁ご 嫁ご 花嫁ご ⾺からおって へえたれだ 仲⼈ががぁ わらった  

たらっこしょいぁ たんまげた（驚いた）」 ⼈を育てる唄 P88 
 

⼦守は幼い⼦を向い合うように膝に乗せ、膝を上下させお⾺さんをしてやりながら、⾯⽩お
かしく唄ってやりました。唄が⽰す様々な顔の表情を⾒て楽しみ感じ取った。唄を覚えてか
らは友だちと⼆⼈でふざけて唄って遊んだりもしました。この唄も「このげ殿」と同じよう
に忠告の意味を持ち、嫁⼊り前の娘に、花嫁が失敗しても誰もかばってくれないから誰にも
頼らず、失敗しないようにと教えている唄だそうです。 
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「このげ殿が （妾）めかけをつれて 花⾒にいったぁば（⾏ったら） 
ほーぼーの⼈に ⼝ぐちにやれで（⾔われて） はなはだめえわぐだ」 ⼊⾨編 P84 

 
⼦守は唄のことばに合わせて、眉、⽬、⿐、頬、⼝、の順に指さしながら唄い、「はなはだ」
で額から⿐先へさっと撫で「めぇわぐだ」で顔をしかめ⿐先を⼈差し指で押し上げます。「め
ぇわぐだ」であっかんべぇをすることもあり、交互にやると喜びます。⼦どもと向い合って
⼀緒に動作をしながら唄って遊びます。⽬、⿐、頬、⼝といった呼び⽅も教えました。⼤き
い⼦も⼩さい⼦と⼀緒にやることもありました。お祖⺟さんは孫を相⼿に声⾼に唄い「こん
なことでは迷惑だ」と思いっきり顔をしかめたり、あっかんべぇをして幼い⼦を笑わせ、唄
や遊びを通して家の主⼈への忠告にもしたと⾔われています。幼い⼦どもに意味を教える
必要はありません。 
 
 
２、顔遊びで⼀番⼤事な にらめっこ 
顔は⼤事、⼈を知るのは顔から、⽬を⾒ることから始まります。だから⽬を⾒る「にらめ
っこ」は⾮常に⼤切な遊びです。時期としては⾃我が出てくる２歳くらいから。 
 
「上がり⽬ 下がり⽬ くるっと回して ねこの⽬」（真似っこ四つ） ⼈を育てる唄 P89 
 
2 ⼈で向い合って「上がり⽬」と唄いながら、両⽅の眼尻に⼈差し指を当てて思いきり上げ
ます。次に「下がり⽬」と唄いながら⼈差し指をそのままおもいっきり下げ、「くるっとま
わしてねぇごの」まで唄いながら⽬⽟を⼤きく 1 回まわしたら、「⽬」と唄って⾸を突き出
し相⼿を睨みます。まばたきした⽅の負け。「ねごの⽬」は「にゃんこの⽬」とも唄います。
1 歳半あたりから⼦守がやって⾒せます。やってもらっているうちに動作を真似るようにな
ります。 
 
「誰と だるまと うさぎと きつね わらったらげんこ あっぷ」     応⽤編 P41 
 
向い合って正座をします。⼆⼈で⼀緒に唄い、「あっぷ」と⾔ったら思いきり頬を膨らませ
て相⼿を睨み、絶対に相⼿の⽬から⽬をそらさないこと。頬の膨らみを緩めたり、笑ったり
した⽅の負けです。この唄は遠野に古くから伝わるにらめっこの唄です。ヤヱさんはお祖⺟
さんにこの唄を教えてもらい、ふすまに飾ってある達磨さんの絵とにらめっこしたそうで
す。お祖⺟さんは「⼈と話をするときは、⽬をそらしたりしないで、達磨さんのように向き
合って、相⼿を⾒て話をするもんだ」と⾔っていたそうです。 
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「ちょつちょつ あわわ かえぐりかえぐり とっとのめ」（真似っこ四つ）  ⼊⾨編 P81 
 
恥ずかしい、笑⽌（しょうし）という意味で「ちょつ ちょつ」と唄いながら、顔を両⼿で
隠すようにして軽く⼆度たたきます。次に「あー」と声を出しながら⼝を三度たたきます。
「あわわ」と聞こえます。⾚ちゃんの遊び唄にも「あわわわわ」と⼿で⼝をたたく動作があ
ります。「かえぐり」の「か」は「えぐりとる」という⾔葉を強めるときに使いますから、
肘を張り、⽿を強くえぐるように反動をつけて⼆度回します。「とっとの⽬」とは、鶏の⽬、
真ん丸い⽬です。「⽬」と唄うと同時に、⼈差し指と親指で両⽬の上の瞼と下の瞼を開き、
顔を前に突き出すようにして相⼿をじっと⾒つめます。まばたきした⽅の負けです。 
 
「⼀兵衛さん」                             応⽤編 P46 
せっせっせ        ⼀兵衛さんがいも切って   ⼆兵衛さんが煮て⾷べて 
三兵衛さんが酒飲んで   四兵衛さんが酔っ払って   五兵衛さんがごんぼほって 
六兵衛さんがろくでなし  七兵衛さんがしばられて   ⼋兵衛さんが蜂に刺されて 
九兵衛さんが薬をぬって  ⼗兵衛さんが重箱しょって 
あばばのあばばのあっぷ 
 
⼀から⼗までの数を追いながら仕草をする楽しい遊びです。正座をして向き合い、両⼿をつ
ないで「せっせっせ」と軽く上下に振って、「⼀兵衛さんが……」と唄い始め⾃分の⼿と相
⼿の⼿を交互にたたきます。そして、「いも切って」のところでその動作をし、「⼆兵衛さん」、
「三兵衛さん」とそれぞれの動作をし、「あばばのあばばのあっぷ」でにらめっこ、笑った
ら負けです。にらめっこの遊びの⽬的は相⼿の⽬を⾒ることですが、「⼀兵衛さん」は⾝振
りをし合う楽しさにつられて⼤きくなるまでにらめっこを続けさせ相⼿の⽬を⾒ることを
習慣づけさせる遊びです。動作を間違っても負けにはなりません。動作を覚えることが嬉し
いと思える遊びです。 
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３、⼿遊び 
「花さかん ひらいた はさみで ちょんぎりと えっさか さっさ」   応⽤編 P114 
 
「花」で、両⼿を合わせ、つぼみの形にします。合掌の形です。「さかん」で合わせた⼿を
膨らませます。つぼみが膨らんだ形です。「ひらいた」で、両⽅の⼿⾸をくっつけて、⼿の
ひらをぱっと開きます。蓮の花が開いた形です。「はさみで」で、左⼿は開いたまま、右⼿
で昔のはさみを作ります。「ちょんぎりと」で、はさみでもう⼀⽅の開いた⼿を挟みます。
「えっさかさっさ」で、⾛る動作をします。この時肘を後ろまで引きます。上⼿になったら
お互いに相⼿の花を挟むやり⽅もあります。この唄は両⼿で蓮の花を作り、花を取って逃げ
る動作をする遊びです。花は早池峰のお⼭の神様が姉姫の胸から取ったと語る蓮の花に似
た霊華を表していると⾔われています。3 歳ころから⼦守は幾度となく幼い⼦に動作をやっ
て⾒せます。⼦どもは向い合って動作を真似ます。この遊びは動作が 6つある遊びです。仲
の良い⼦ども同⼠でも遊びました。 
 
「⼀がり ⼆がり 三がり すがり（蜂） 五がり  

六がり 七がり ⼋がり 九がり でんばつ（⼤蜂）」    応⽤編 P90 
 
⼦守と幼い⼦が互いに⼿の甲を摘まみ合いながら唄います。⼀⽅が⽚⼿を出し、その甲を相
⼿が「⼀がり」と唄いながら摘まみます。⼿を摘ままれた⽅が「⼆がり」と唄ってつまみま
す。これを交互に続け「すがり（蜂）」に当たったら相⼿を少し強くつまみます。「でんばつ
（⼤蜂、スズメバチ）」に当たったら思いっきり強くつねってもいい決まりです。⼦どもは
何回か繰り返すうちに⾃分が「でんばつ」をやりたいと思います。そして、⼤⼈は⼤げさに
痛がって⾒せます。すると⼦どもはいいことに気付いたとばかり、家族だけでなく訪ねてき
た⼈にまでやろうと誘うようになります。はじめは動きがモタモタしていますが繰り返す
うちにサッサッと出来るようになります。このリズミカルな動きが楽しくなるのです。そう
なったら最後の「でんばつ」で逃げることを教えます。逃げられた⽅が負けになり、勝った
⽅は「しっぺ」ができます。負けた⽅が⼿の甲を上にして出し、勝った⽅がその⼿の下に⼿
を重ね、いきなり下から⼿を取って上の⼿をたたきます。この時、さっと⼿を引けばたたか
れないですみます。 
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「くすりやの前で こぞっこたちゃ ケンカした なかなかやめね 
ひとたちゃ ⾒てる 親たちゃ しんペぇしてる」 応⽤編 P96 

 
⼿のひらをピンと伸ばして隙間なく合わせます。祈りの形です。薬指、⼩指、中指、⼈差し
指、親指の順に 4 回ずつ指の腹と腹をたたき合わせながら唄います。5 本の指のうちで⼀番
難しい薬指から始まります。この唄は「頭が良くなる遊びだから」と⾔われてやったそうで
す。うまく出来ると本当に利⼝になった気になり、「やあ、できたな」と褒められると嬉し
くて、それが励みになり努⼒する気持ちが育ったのでした。⼦どもの育ちが⾒える遊びです。
唄の意味は、ヤヱさんの隣家の源コ爺が「この唄っこはな、世間の⼈たちは、⼦どもたちが
けんかしても、黙って⾒ているもんだが、親たちはどこにいても、けがしねぇばいいが、け
んかしねぇばいいがと案じているものだって⾔っているんだと」教えたそうです。 
 
「湯っこ」（作り⽅は応⽤編に詳しいイラストがあります）         応⽤編 P102 
 
⼤ ⼈  湯っこさへってがんせ   
⼦ども  はい はい 
⼤ ⼈  あつがんすか ぬりがんすか 
⼦ども  ぬりがんす ぬりがんす 
⼤ ⼈  まっと⽊っこ⾜して（親指であおぐ） あっつがんすか ぬりがんすか 
⼦ども  ぬりがんす ぬりがんす（あっつがんす あっつがんす） 
 
⼦どもが 2 歳くらいから、⼤⼈が湯っこを作って声をかけて誘い、向き合って遊びます。
「湯っこさへぇってがんせ」と声をかけると、「はいはい」と⼦どもは答えて⼦どもの⼈指
し指が脱⾐場で服を脱ぎ、洗い場で体を洗って 3 本指で作った湯⾈に⼊ります。「あつがん
すか ぬりがんすか」と⼤⼈が聞くと「ぬりがんす ぬりがんす」と⼦どもが答える。そう
したら「まっと⽊っこ⾜して」と左⼿の親指であおいで、⽕を強くする。そして 3 本指を少
し絞め、熱くして「あつがんすか ぬりがんすか」とまた聞く。ぬるいと⾔われたらまた少
し締めてだんだん熱くしていきます。痛くて我慢できなくなって「あっつがんす」と⾔った
ら⼦どもの負け。⽖を⽴てたら反則です。これは⼤⼈も我慢⽐べで、熱くするのに指を絞め
ると⼿が痛くなって「アイタタタ、あー負けた」となる。すると⼦どもは我慢して勝ったと
いう達成感を感じます。5 歳くらいからは⼦ども同⼠で遊びます。 
また、お⾵呂の⼊り⽅も遊びながら、会話しながら教えました。昔は⾵呂たきは⼦どもの役
割で、なかなか⼤変な仕事でした。いずれやらなければならないことが遊びの中に取り込ま
れていました。また、お⾵呂に⼊った時のいい気持ちまで思い出しながら遊びました。 
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「ねこ たっこ」                           応⽤編 P108 
 
まず両⼿を合わせて合掌の形をします。中指を両⽅ギュッと折って（これは⼭伏が祈る時の
かたち）折り込んだ中指を中⼼にしてそのまま両⼿を素直に回します。中指以外を他の指に
絡めないですっと回すのがコツ。うまくいかなかったら中指を折る位置を変えたり、逆をや
ってみるとうまくいきます。「たこ」は「ねこ」の幼児語。「ねこ」も「たこ」も同じ⼿の上
も下も同じ、表も裏も同じという意味です。これは⼭伏の秘伝で物覚えが良くなる、脳の働
きにいい遊びなのです。だから育ちを良くするために役⽴つと⾔ってやらせたそうです。ま
た、⼿取り⾜取り教えず⾒て覚えるようにしました。こうして物覚えが速いか遅いか、ある
いは⾟抱強いか短気かといった性質も⾒たのです。⼦守をするお年寄りにとっても「頭の⾎
の巡りを良くし、話をするときの⻭切れ良くし、ボケを予防する」と⾔われていました。 
 
 
４、じゃんけんの遊び 
 
じゃんけんの「花さかん」                        応⽤編 P117 
「花さかん ひらいた はさみで ちょんぎりと えっさか さっさ」 
 
伝承のわらべ唄は、唄とやり⽅を変えないというのが基本です。「花さかん」のように同じ
唄で違う動作の遊びがあるのはとても珍しいです。さて、3 歳頃になると順番など⽣活のル
ールが少しずつ分かるようになります。この時期にこの唄で拳の出し⽅を教えます。「花さ
かん」で拳を振りかざし、「ひーらいた」でパーを出し、「はさみで」で再び拳を振り上げ、
「ちょんぎりと」でチョキを出し、「えっさか」でもう⼀度拳を振り上げ、「さっさ」で振り
下ろしてグーを出します。拳の形を出せるよになったら、最後の「さっさ」で好きな拳を出
し、じゃんけんになります。この時に勝ち負けの仕組みを教えます。 
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「⽯まつ たいまつ はさみで さんぼん おおゆび こゆび 
ちょいと だして かみ やんやの いん」 応⽤編 P121 

 
⼤きく⼿を振り下ろしながら、「⽯松」でじゃんけんの⽯を出す。「たいまつ」で⼈差し指を
⽴てて松明の形。「はさみで」で親指も起こして握りばさみの形。「三本」で中指も起こす。
「おおゆび」で⼈差し指と中指を折り、親指だけを起こして出す。「こゆび」で⼩指も起こ
す。「ちょいと出して」で胸を軽くたたき、「紙」でじゃんけんの紙を出す。「やんやのいん」
でじゃんけんをする。あいこだったら、「いのういん」（違納印）と⾔ってあいこのじゃんけ
んをします。違う印を納めるという意味なので違う拳を出します。 
⼦どもが拳の出し⽅を覚えたら「やんやのいん」で勝ち負けを決めて遊びます。友達と遊べ
るようになったら、唄を早めて唄い、拳を間違えたら負け、数⼈で遊ぶ時は、拳を間違えた
⼦とじゃんけんで負けた⼦も抜けて、最後に残った⼈が勝ちです。⻤決めの時は最初に負け
た⼈が⻤です。 
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