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第 6 回 「⾃然への感謝を唄うー呼びかけの唄と知恵を育てるはやし唄―」 
⾃然への呼びかけの唄は、⾃然の恵みに感謝する⼼が育ち、また、はやし唄は⾃分⾃⾝の気持ち
に気づく⼤切な唄です。⼈として⼤切な事を唄で気づくようにしたのです。⽇本には素晴らしい
育ての知恵があります。 
 
呼びかけの唄 ⼊⾨編 P96〜101 
すずめ→「ちゅん ちゅん ちゅん」 いぬ→「わん わん わん」 
からす→「かあ かあ かあ」 うさぎ→「ぴょん ぴよん ぴよん」 
⾵→「びゅー びゅー びゅー」 暖かさ→「ぽか ぽか ぽか」 寒さ→「さみ さみ さみ」 
きれいな花→「ちぇー」 電灯→「ぴかっ」 時計→「カチ カチ カチ」 
 
〇「ちゅん ちゅん ちゅん」「わん わん わん」「かあ かあ かあ」 
 初めに⾚ちゃんに教えるのが⾝近な動物の鳴き声です。⾚ちゃんの⾸がすわり、動物の⽅に 

⽬を向けたら、スズメには「ちゅん ちゅん ちゅん」、⽝には「わん わん わん」と鳴き
声で呼ぶことを教えます。 
カラスが⽊の上で鳴いていたら⾚ちゃんはそちらを⾒るます。そうしたら「かあ かあ かあ」
と教えます。こうして動くもの、⾳のするものに気持ちを向けるようになります。 

 
〇「ぴょん ぴよん ぴよん」 

鳴き声を出さないものは動きで教えました。 
ウサギは「ぴょん ぴょん ぴよん」と教えました。 

 
〇「ぽか ぽか ぽか、ぽか ぽか ぽか」 応⽤編 P56〜５9 

⼩春⽇和の暖かな⽇、お⽇様に向かって「ぽか ぽか ぽか」と唱え、その気持ち良さを感じ 
る。最⾼に気持ちのよい体験をまずしっかり覚えるようにする。 

 
〇「さみ さみ さみ、さみ さみ さみ」 応⽤編 P56〜59 

⽊枯らしが吹いて⾝震いしそうなとき、「さみ さみ さみ」と体に感じる不快感をしっかり 
味わう。 
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遠野の冬はとても厳しく、床に⽴っていいると冷たくて⽚⾜を上げ、よく⼀本⾜の⿃⾜になっ 
ていたそうです。そんなとき、おばあさんが襦袢と肌着の間に⼊れてくれ「さみ さみ さみ、
ぽか ぽか ぽか」と⾔って温めてくれたそうです。「ぽか ぽか ぽか」、「さみ さみ さ
み」が快、不快の元になる感覚です。 

 
〇「おおさむこさむ ⼭から⼩僧が⾶んできた 

何といって⾶んできた 寒いと⾔って⾶んできた」 応⽤編 P57 
ヤヱさんのお⽗さんは、しばれる朝に布団から出るのが嫌なときこの唄を⼤きな声で唄って
起きたそうです。毎⽇聞いてるうちに覚えて⾃分も真似してみたら、⾃分で⾃分に唄う唄だと
わかったそうです。服を着るときも唄に合わせて⾃分を励ましていたのです。 
 

〇「ちえー」 
お花を⾒せて、「きれいだね」という意味で「ちえー」と⾔って、花を⼿でそーっと触らせて 
匂いも嗅がせます。 

 
〇「ぴかっ」「カチ カチ カチ」 

スイッチを押して電灯が灯るよきに「ぴかっ」と⾔います。また柱時計など⾳の出る時計の⾳ 
を聞きながら「カチ カチ カチ」と⾔います。 

 
〇「てるてるぼーず、てるぼーず、あーした 天気になあれ」 応⽤編 P60〜65 

梅⾬に⼊り⾬が続いて外で遊べないときに、「じゃあ、てるてるぼーずを作ろう」と誘いまし 
た。布でも紙でもきれいなものを使って、どうか⾬を晴らしてくださいと念じながら祈りなが
ら作りました。出来たら窓際に吊るして願いを込めて何度も唄いました。晴れてきたら、「て
るてるぼーずのお陰だね」と感謝する。作るときに念じ、唄うときに真剣に願い、願いが叶っ
たら感謝する。これを繰り返して、⾃然を動かす⼤きな存在への畏敬の気持ちが⽣まれる。 

 
〇「かぁらす かぁらす 勘三郎 おめぇ（お前）の えぁ（家が） 焼けるぞ 

 早ぐいって⽔かけろ」 呼びかけの唄 P134 
⼣暮れ、⼣映えの中カラスが鳴きながらねぐらへ帰るのを⾒ながら唄いました。⼣景の美しさ 
に感動しながら明⽇また会えると思う親しさを感じながら唄いました。 
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〇「上⾒れば⾍っこ 中⾒れば綿っこ 下⾒れば雪っこ」 応⽤編 P76〜79 
春が近くなって綿雪が降る頃、落ちてくる雪に向かって唄いかけました。灰⾊の空からふわふ 
わと⾶ぶように降ってくるのを⾒ると、沢⼭の⽩い⾍のように⾒える。それが⽬の前に来ると
薄くちぎった綿のように⾒えました。⼿を伸ばすと⼿をすり抜けて下に降り積もったのは確
かに柔らかい雪。ヤヱさんはこのように⾒える雪の不思議と唄が気に⼊って⾸が痛くなる程
空を⾒上げて繰り返し唄ったそうです。 

 
〇「ぼっこぼっこ たんまれ ぼっこぼっこ たんまれ」 応⽤編 P76〜79 

唄いながら下駄の⻭に雪をくっつけると、どんどん⾼くなりました。また、枯れたエノコログ 
サを⼿に持ち、その先を雪につけてこの唄を唄うと雪がくっついてきます。でもストンと落ち
るときがあるから⼿加減をする必要がありました。 

 
⼦どものおまじない 呼びかけの唄 P194〜196 
〇「ぽう ぽう ぽう、ぽう ぽう ぽう」 
痛みをとるおまじない。ぶつけて痛かったときなどに「痛かったのか、よしよし」と慰める感 
じで、痛かったところを触りながら唱えると痛みがとれました。 

 
〇「ちんぽんからりん ご⽤の宝をもって よくなれ よくなれ プウーッ プッ」 
痛いところをさすりながら神妙に唱えます。「プウーッ プッ」とやると、たちどころに痛み 
が治りました。 

 
〇「めんこ めんこ めんこ」 
 ⼦どもが良いことをしたとき、聞き分けが良いときに、頭をなでてやりながら唱えました。も 

っともっと「めんこ」になるおまじないです。⾔葉のご褒美にもなります。⼤きくなっても喜
びます。「めんこめんこ」は愛情の表現でもあるからです。 
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⾚ちゃんのはやし唄 
〇「あぷっ」 ⼊⾨編 P60〜 

してはいけないことは「あぷっ」と⾔って怖い顔して⾒せることで「してはいけないよ」と伝 
えます。叱られた⼦をはやす唄があります。それは叱られた⼦への助け⾈であり恥ずかしい気
持ちを持たせるものでもあります。 

 
〇「ぺちょ ぺちょ ぺちょ」 ⼊⾨編 P60〜 
ほかの⼤⼈に叱られている⼦に「ぺちょ ぺちょ ぺちょ おーこられた」と⿐のわきに⼈差 
し指をあて、上下させながらからかいます。すると⼦どもは照れくさくなり、叱られたことが
恥ずかしいと感じることができるのです。恥ずかしいと感じるけれども叱られて落ち込んで
いた気持ちがふっと救われて機嫌を直すのです。 

 
〇「しゃあー しゃあー しゃあー」「あぁあ あ あぁあ あ」 ⼊⾨編 P68 

わざとやったのではない失敗は、叱るのではなくはやし唄で気づかせ、⼦どもが納得できるよ 
うに伝えることが⼤事です。誤ってコップの⽔をこぼしてしまったりしたとき「しゃあー し
ゃあー しゃあー」とはやして、ふきんを持ってきて拭いて⾒せて、⼦どもにも拭かせます。
⼤事なお⽫を割ったようなときも、「しゃあー しゃあー しゃあー」とはやして、危なくな
いところへ座らせて、「⼤事なものだったんだよ」破⽚をくっつけて⾒せ、⽚付けるのを⾒せ
ます。こういう失敗は何度でも起きます。こうして困ったなということを知らせると、悪いこ
とをした、恥ずかしいということがわかってきます。そうしたらその気持ちをそのままにして
おかないで謝ることで、悪かったという気持ちを表現させ、⼦どもの気持ちを落ち着かせてや
るのです。 

 
意地を持たせる「はやし唄」 
⼦どもが駄々をこねたり転んで泣きそうになったとき、はやし唄は魔法の呪⽂になります。 
 
〇「なっく なっく なっく」 ⼊⾨編 P75〜79 
泣くのを我慢できる 1歳前後、⼦どもが叱られてべそをかいたときに「なっく なっく な 
っく」とはやし、泣くのを我慢できたら「強くなったね」と褒めてやります。 

 
〇「泣きびっちょ こびっちょ 家サ ⾏って まんま ⾷え 

まだ ごっこァ 焼けねぇ うんと泣け うんと泣け」 ⼊⾨編 P75 
わがままを⾔って駄々をこね、いつまでも泣いているときに唄ってはやします。すると泣くだ 
け泣いたら決まり悪そうにニコッとします。そうしたら「泣いたカラスが ちょっと笑った」
とからかうと⼦どもの機嫌もだんだん直ってきます。 
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〇「ごろりやまー」 ⼊⾨編 P78〜79 
幼い⼦は転びやすくて、ちょっとものにつまずいてたりして転んだとき、泣きだす前に⾏司が
軍配を返すようにして「ごろりやまー」とはやす。そうすると慌てて起きあがりました。また
⼤⼈とすもうをして遊んだときも、幼い⼦が負けたときに「ごろりやまー」とはやすと慌てて
起きたものでした。 

 
〇「さるのけっつァ まっかまか ごんぼやぇで ぶっつけろ」 応⽤編 P165 
泣くのを⽌めなさいと命令されたら、反発してもっと泣きたくなるけれど、恥ずかしいと感じ 
ると「もうやるまい」と気持ちが動く。初めは意味が分からなくても、何かはやされているこ
とはわかる。繰り返しているうちに⼦どもは覚えていきます。 

 
〇「ありがてぇありがてぇ ありっこのけっつ 

とおでぇ とおでぇ とりっこのけっつ」 応⽤編 P165 
これは⼦どもが⼤⼈に返すはやし唄です。⼤⼈からお菓⼦をもらったとき、量が少なくてもっ 
とほしいなというときに唄います。「たったこれっぽっちか、アリや⿃のお尻のように⼩さい」
と⾔っている。 

 
まとめ 
「呼びかけの唄」について。⿃や花、⾍、⾵といったものに鳴き声などの特徴をとらえた短い⾔
葉で呼びかけさせたのは、⾃然と会話のできる⼦どもに育ってほしいからです。⾃然に向かって
呼びかけの唄を唄って遊べば、相⼿に優しくする、相⼿を思いやるといった⼼が育つと⾔われて
いました。スズメを⾒たら「ちゅん ちゅん ちゅん」、⽝を⾒たら「わん わん わん」と鳴
き声で、鳴かないものには動きで、うさぎは「ぴょん ぴょん ぴよん」と呼びかけます。強い
⾵には「びゅー びゅー びゅー」、寒⾵には「さみ さみ さみ」、お⽇様には「ぽか ぽか ぽ
か」、灯りを付けたら「ぴか ぴか ぴか」柱時計には「カチ カチ カチ」。⾚ちゃんが⾃分か
ら⾒るようになったら「カチ カチ カチ、時計だね」とその⾳と名前をくっつけて⾔いました。
⾚ちゃんと⼀緒に⼤⼈⾃⾝も⾃然への興味を向け、⼀緒に感じ取り味わいます。 
「はやし唄」について。伝えられている唄を使って、相⼿をからかったり、あざわらったり、け
なしたりすることを「はやす」と⾔います。⼤⼈が⼦どもを「はやす」場合はしつけになります。
はやされた⾔葉によって、これはやったら駄⽬だとか、恥ずかしいことだということを知ったの
でした。叱るのではなく、はやしたてて恥を感じさせ、「恥ずかしいことをやるのは嫌だな」と
⼦どもが感じて⾃分の意思で⽌めるように育てたのです。⼦どもが⼦どもを「はやす」場合は、
相⼿の⽋点や弱みを容赦なくはやしたてました。はやされることは、⾃分の⽋点を教えてもらう
ことです。⼦ども同⼠ではやし合うと、「負けたくない」気持ちが働き、はやされた⽋点はやら
なくなるので⾃然と良い⼦になったのでした。⾔葉は知恵を育てます。これがはやし唄です。 
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