大草原の小さな家 傑作選
日
シーズン

4月18日

4月19日

4月20日

4月21日

4月22日

4月23日

タイトル

話数

1

#2

Harvest of Friends

すばらしい収穫

1

#3

Country Girls

わたしの母さん

ローラとメアリーは町の学校に行くことになりました。学校に行った二人は服の丈が短いので子どもたちにからかわれます。で
も先生のミス・ビードウルはとてもやさしい先生でした。メアリーはもう読み書きができますがローラはまだです。でも先生が時
間を見つけては勉強を見てくれるのでローラは学校が好きになります。ただ意地悪なネリー・オルソンだけは好きになれませ
ん。とうとう喧嘩をしてしまいます。

1

#4

100 Mile Walk

遠くで働く父さん

広い小麦畑は豊かな実りを見せています。この小麦が売れたら何でも買えるのです。ところが急に嵐がやって来ました。大
粒のあられが刈り入れ寸前の小麦をみんな駄目にしてしまいました。しかたなく父さんは季節労働に行くことに決めました。
でも季節労働者は多いのです。うまく仕事にありつけるでしょうか。

1

#6

The Love of Johnny Johnson

ローラの初恋

学校に新入生が来ました。ジョニー・ジョンソンという１５才の少年です。ローラは投げ輪のうまいジョニーにひと目で憧れま
す。そして父さんと母さんはどんな恋愛をしたのだろうかとにわかに関心を持ちます。そして母さんが父さんをピクニックに誘
い、そのとき互いに惹かれあったと聞くと、早速ジョニーをピクニックに誘います。でもローラがジョニーに好かれようといろいろ
努力してもだめです。ジョニーはメアリーが好きなのです。

1

#8

Town Party-Country Party

オルガの靴

ローラとメアリーはネリーの誕生パーティに呼ばれます。ところがネリーの人形があまりに可愛いのでローラがそっと手を伸ばし
た時、ネリーがローラを突き飛ばしローラは足首をくじいてしまいます。オルガという足の悪い少女がそんなローラを慰めてくれ
ました。２人はすっかり仲良しになります。ローラは父さんに聞きます。なぜ足の悪い人がいるのだろうかと。父さんにも答え
は見つかりません。

1

#15

Christmas At Plum Creek

プラム・クリークのクリスマス

間もなくプラムクリークへ来て初めてのクリスマスがやってきます。プレゼントを用意しなければなりません。メアリーは父さんに
シャツを贈ろうと思い、生地だけ買って仕立て屋のウイプルおばさんに手伝ってもらうことにしました。ローラは母さんに料理
用のストーブを贈りたいのですが８ドル近くもするので手が出せません。父さんも母さんがストーブを欲しがっていることを知
り、なんとか手に入れたいと思います。

1

#14

The Lord Is My Shepherd

ローラの祈り

ローラたちに弟が生まれました。父さんは初めての息子にもう夢中です。ローラはやきもちを焼いてしまいます。その坊やが病
気になりました。メアリーは坊やのためにお祈りをしますがローラはしません。ところが坊やは治療法のないまま天に召されてし
まいました。ローラはショックでした。自分が悪しき考えを持ったから坊やが死んだのだと思いつめてしまいます。

1

#22

Survival

吹雪の中

ローラたち一家はマンケイトからの帰り、季節外れの吹雪に巻き込まれます。ちょうど見つかった空き家に避難したものの食
糧は残り少なく、父さんは雪の合間に獲物を取りにでかけますが、また降りだした雪に道を見失い倒れてしまいます。その
間に道に迷ったアンダースという保安官が助けを求めて空き家にやってきます。

2

#1

The Richest Man in Walnut Grove

町一番の金持ち

2

#3

Ebenezer Sprague

釣り友だち

2

#5

Haunted House

お化け屋敷

月

火

水

木

金

土

#7
4月25日

月

2

思い出（前編）
Remember Me

#8

4月26日

4月27日

4月28日

4月29日

4月30日

5月2日

父さんはハンソンさんの製材所で働いていましたが、今日で仕事は一区切りです。父さんも母さんもやっとお金が入るので
ほっとしています。町の大会社からの注文で支払いは納品後という契約なので、この2ヶ月というものハンソンさんも収入が
なかったし、当然父さんの手間もおあずけになっていたのです。卵を売りに行った母さんはオルソン夫人のしつこいいやみに
ついカッとなり、週末には全額耳を揃えて払うと言い切ってしまいます。
ウォルナット・グローブに銀行が出来ます。父さんはお金を借りて畑を増やそうと考えますが、銀行家のスプレーグさんの冷た
く意地悪な態度に腹をたててしまいます。教科書を買うためのお金を寄付で集めることに学校で決めたので、母さんはスプ
ラーグさんにも頼みに行ったのですが、けんもほろろの扱いをうけたので、母さんも腹をたてていました。その頃ローラはいつも
行く釣り場でおじさんと知り合います。
丘の上のゆうれい屋敷の住人はエイモス・パイクという老人。オルソン夫人は疫病神と呼んで気味悪がっています。ある日
パイクさんが留守のときローラはジャックを連れこのうちに近づきます。うちの中はほこりだらけクモの巣だらけの荒れ放題。で
もそこには美しい女性の肖像画があります。一体誰なのでしょう…。そこへ戻ってきたパイクさんはひどい見幕でローラを追い
出します。
ローラたちは池に捨てられた子犬三匹を助けます。とてもかわいいのですがうちでは飼えません。そこで学校に行ってほしい
子を探すことにします。でも、かわいがってくれるうちというのが第一の条件です。そんな頃ローラたちの良き隣人のジュリアお
ばさんが病気で余命いくばくもないことが分かります。深い信仰を持つおばさんは神の選択を喜んで受ける心の準備をする
のですが、心配はあとに残る三人の子供のこと。

思い出（後編）

ジュリア亡きあと、父さんは三人の子どもの引き取り先を探します。ジェイソン夫妻は男の子二人がほしいと言ってきますが
父さんはことわります。三人を引き離す事は出来ないと考えたからです。四週間たちましたが三人を引き取ろうといううちは
ありません。子供たちはグレイスとエドワーズが親身に世話をやいているので心配ないのですが父さんはあせります。

2

#10

At the End of the Rainbow

砂金の夢

釣り友だちのジョナと川へ行ったローラは水の中に光るものを見つけます。歴史でゴールド・ラッシュのことを習ったばかりの
ローラはこれを砂金と思い込みます。ローラとジョナはこの砂金を二人きりでこっそり集めようと計画を立てます。ゴールド・ラッ
シュの時は金（きん）目当ての人々が押し寄せ盗みや殺し合いが横行したと聞いたからです。砂金を取りながらローラの
夢はふくらみます。

2

#11

The Gift

愛の贈り物

間もなくオルデン牧師の誕生日です。日曜学校の生徒たちで聖書をプレゼントすることになり、会計係のメアリーが全てを
任されます。メアリーと二人でカタログを見るうちに、ローラは三ドルの立派な聖書をプレゼントできたらと思い始めます。でも
お金は一ドル六十八セントしかないのです。ローラは同じカタログに“ドクター・ブリスキンの薬を売れば収入大”とあるのを見
つけ、これに投資して儲けようとメアリーにせがみます。

2

#15

A Matter of Faith

母さんの傷

ローラたち一家は週末にターンブル養豚所からみどり池に回り小旅行を楽しむ予定でしたが、オルデン牧師が新しい教会
の資金集めにバザーを開くことになり、パイ焼きを母さんに頼みにきます。引き受けたら母さんは旅行に行けません。結局、
牧師がパイをとりに来た馬車で母さんをみどり池に送る事で話し合いがつきます。土曜の朝みんなは出かけて行きました。
母さんは一生懸命パイ焼きです。

3

#2

Bunny

ネリーの落馬

ある日、ネリーが馬から落ちて怪我をしてしまいます。この馬バニーは、もともとローラのものだったことから、怒ったオルソン夫
人はバニーとローラに当たり散らします。足が動かないと言って寝たきりになるネリー。責任を感じたローラは、彼女の勉強を
手伝うと申し出ます。ローラの好意をいいことに、ネリーは宿題を全部ローラに押しつける始末。

3

#11

Blizzard

雪あらし

今日はクリスマス・イブ。父さんとエドワーズおじさんはプレゼントの配達、ローラたちは学校でプレゼント作り、母さんたちはオ
ルソンさんの家でパーティの準備と、皆ウキウキしています。雪がちらつき始めたので、学校も早仕舞いすることになりまし
た。しかし雪は激しさを増し、やがて吹雪に。

3

#12

I'll Ride the Wind

風の中の初恋

結婚の約束を交わすメアリーとジョン。そんなとき、シカゴの出版社に送った詩が認められ、ジョンは大学へ行けることになり
ます。ジョンが自分から離れていってしまうような気がして、エドワーズおじさんはあまり機嫌がよくありません。４年も離れて
いることを考え、メアリーも不安になります。

3

#14

Little Women

学芸会のできごと

学芸会で、ローラたちは「四人の少女」を演じることになりました。一緒に出るジニーの最大の気がかりは、いつも忙しい未
亡人の母親が見に来てくれるかどうかということ。リハーサルのとき、かつら屋から材料の髪の毛が高いという話を聞かされ、
ジニーの気持ちは動きます。そしてその日、ジニーはある包みを持って家に帰ります。中には母親にプレゼントするためのドレ
スが入っていました。

3

#20

The Election

級⾧選挙

学校で、級⾧を決める選挙が行われることになり、ネリーとメアリー、そしてエルマーが指名を受けます。エルマーは少し頭の
鈍い少年で、いじめっこのジョエルとケニーがふざけて指名したのです。ネリーは早速選挙運動を始めます。パーティーを開い
たり、あめ玉をばらまいたり、メアリーの妨害までするのでローラは大憤慨。エルマーの父親サムは、息子が心配でたまりませ
ん。

4

#1

Castoffs

愛はひとりぼっち

町の空地にケジアというおばあさんが住み始めます。町の人たちは白い目で見ていますが、ローラたちはすぐ仲よしになりま
す。ちょうどそのころ、ローラにとって大事件が起きます。愛犬ジャックが死んだのです。マンケイトに行った父さんは、帰りに野
良犬を連れて戻りローラを元気づけようとしますが、ローラは“ギャング”と名付けられたこの犬を受け付けません。

4

#2

Time of Change

風の中の別れ

父さんとメアリーはシカゴに出掛けます。父さんは農民共済組合の総会に出るため、メアリーはジョンに会うためです。メア
リーはジョンが手紙に書いてきた大学の舞踏会で、ジョンと踊るのを楽しみにしています。久しぶりに会ったジョンはすっかり
都会風になっていました。総会に出て参加者の政治的駆け引きに失望した父さんは、舞踏会の会場にメアリーを迎えに
行き、ジョンが他の女の子とキスしているところを目撃してしまいます。

4

#4

The Handyman

メアリーの悩み

台所の建て増しをしていた父さんは、大口の仕事が入ったため、２週間家を留守にすることになりました。そこへ町から町
へと渡り歩く何でも屋のクリス・ネルソンがやって来ます。母さんはやりかけの建て増し仕事を彼に頼みますが、これが町の人
のよからぬ噂を呼びます。噂を聞いてメアリーは不安になります。

4

#15

Whisper Country

先生になったメアリー

オルデン牧師の勧めで、メアリーは初めて出来た学校の先生として、小さな村へ出掛けます。期限は２か月でしたが、教
師志望のメアリーは大張りきり。しかしそこは閉鎖的な土地柄なうえ、ミス・ピールという魔女のような女が村人を支配して
いました。メアリーは、みだらないたずら女と言いふらされ、たまらずに家へと逃げ帰ります。

失われた光（前編）

教員試験を受けるため勉強に励むメアリーは、ある日、目の異常を訴えます。精密検査の結果、以前患ったしょうこう熱
が視神経を侵し、先には失明が待っていることが判明。父さんはそのことをメアリーに言えません。オルデン牧師は、神は特
別な使命のためにメアリーを選ばれたのだと慰めますが、父さんの耳には入りません。メアリーの目が悪化し、ついにメアリー
に真実を告げる父さん。

失われた光（後編）

アイオワの盲学校に入ったメアリーを迎えたのは、まだ若いアダム・ケンダル先生でした。光を失い絶望したメアリーはことごと
く反抗しますが、アダムは忍耐強く接し、世の中にはもっと不幸な人々がいることを教えます。ようやくメアリーは自分の甘え
に気づき、目が見えないことを受け入れます。そして前向きに生きる努力を始めます。生来好奇心旺盛で勉強好きのメア
リーは、たちまち点字の読み書きを習得します。

火

水

木

金

土

月

#21
5月3日

内容
カンザスの大草原の小さな家をあとにしたインガルス一家は、⾧い旅のあとミネソタのプラム・クリークに落ち着くことになりまし
た。ここは町まで近いし小麦作りに適した土地なのです。父さんはハンソンさんの店から、家を建てるための材木を仕入れ
てきました。お金がないので仕事で返すという条件です。昼間はハンソンさんのところで働き、夜は家作りとそれは忙しい毎
日です。

火

4

I'll Be Waving As You Drive Away
#22

5月4日

5

#9

The Wedding

メアリーの結婚

ある日ローラたちの家に電報が届きます。メアリーとアダムが結婚するという電報でした。父さんと母さんは汽車でウイーカへ
向います。感無量の母さん。それを見て「じきおばあちゃんだ」とひやかす父さん。ところが突然、メアリーが結婚したくないと
言い出します。目の見えない者同士が結婚して、子供が生まれたらどうなるのか心配になったのです。アダムは必死に説
得しますが、メアリーは耳を傾けようとしません。

5

#11

The Cheaters

先生の子

アリス先生の悩みはアンディの成績が悪いこと。アンディも、良く出来るアルバートと比較された上、教師の息子がそんな出
来では恥ずかしいと言われて焦ります。そんなときネリーにカンニングのやり方を教わったアンディは、期末試験で次々に満
点を取るようになり、何も知らないアリス先生は大喜び。しかし、偶然カンニングを目撃したローラはショックを受け、思いあ
まって父さんに相談します。

心をつなぐ旅（前編）

メアリーとアダムの盲学校が立ち退きを迫られ、閉鎖の危機にされされます。オルデン牧師が、亡くなったハンソンさんが教
会に残した大きな家を寄付しようと提案し、町ぐるみで運動が始まります。この知らせを聞いたメアリーたちは大喜び。健康
のすぐれないエイムス先生を残して行くのは心配でしたが、子供たちの落ち着き先が見つかったのは何よりです。早速父さ
んと黒人の元ボクサー、ジョー・ケイガンが迎えに来てくれました。

心をつなぐ旅（後編）

父さんに率いられて、幌馬車でウォルナット・グローブへ向かうメアリーたち盲学校の一行。旅は思いのほか厳しいものになり
ました。途中、一行が黒人の盲学校の子供たちと落ち合うと、オルソン夫人は大騒ぎ。彼らが黒人だということを知らな
かったのです。さらにセントルイスのお金持ちと信じ込み、会うのを楽しみにしていたタヒューヌ夫人も黒人だったことから、当
てが外れたオルソン夫人はプンプンです。

ローラの恋（前編）

新学期が始まり、ネリーは母親から衝撃的な卒業プレゼントを受け取る。チャールズが怪我をし、働けなくなったため、キャ
ロラインはレストランの仕事に就く。新任の教師がウォルナット・グローブにやって来る。その教師のハンサムな弟に、ローラは
たちまち目を奪われる。

ローラの恋（後編）

ローラは、自分が大人になったと皆に認めてもらうため、教師になると決意する。しかし、先に卒業試験に合格しなくてはな
らない。ローラは思いがけない協力を得たが、結局最後には、全てが台無しになってしまう。

愛してる、愛してない（前編）

ついにアルマンゾからプロポーズをされて、ローラは喜ぶが、チャールズは結婚を２年待てと言う。そしてアルマンゾもローラに
厳しい最後通告を突きつける。それは、今駆け落ちをするか、それとも二人の関係を全て忘れるかを選べというものだっ
た。一方、思いもよらない悲劇が起こり、メアリーとアダムの新しい盲学校建設が危ぶまれる。

愛してる、愛してない（後編）

ウォルナット・グローブを去ったアルマンゾのことを考えないようにしようと、ローラはスリーピー・アイで、メアリーとアダムの新しい
盲学校建設に協力する。一方、アルマンゾはローラと彼女の家族から、ある秘密を隠し通そうとして病気で倒れてしまう。
ウォルナット・グローブではネリーが人生を変えたある男性に本当の気持ちを打ち明けようか悩んでいた。

ローラの結婚（前編）

良質な土地を購入したアルマンゾは、ただちに自分と婚約者であるローラのための家を建て始めようとする。アルマンゾは自
分の土地の収穫や、姉イライザ・ジェーンの自宅を手伝わせるために友人のハーヴ・ミラーを雇う。イライザ・ジェーンはハーヴ
に好感を抱くが、その想いは一方的かもしれない。その頃ローラは、遠く離れた学校での教職の機会を得る。そしてネリー
は、彼女の母親が言葉を失ってしまうような驚くべきものを授かる。

ローラの結婚（後編）

自分の家を建てるというアルマンゾの夢は計画通りには進まない。そして自立して出直すまで結婚を延期すると言い出す。
ローラは自分もお金を稼ぐために働くと提案するが、それにより二人は仲違いをしてしまう。一方イライザ・ジェーンは、自分
の人生における愛を見つけたと確信する。話せる友人がいないイライザにとって、日記だけが自分の感情を伝えられる相手
である。

走れ馬車

チャールズとアルマンゾはスリーピー・アイへの荷物の輸送をすることで仕事の幅を広げる。スリーピー・アイへの一番の近道を
議論した末、２人は競争をすることにするが、それが面白い結果を生む。

愛は永遠に

ローラが妊娠したことを知らせる。キャロラインも自分が妊娠したのではないかと信じていたが、ベイカー先生が痛ましい事実
を確認すると、キャロラインは深く落ち込む。チャールズは感情が高まり、精神的に打ちのめされている妻を元気づけようと、
休暇を取ってキャロラインを彼女の故郷に連れていくことにする。

愛すればこそ（前編）

町の外への配達の途中にアルバートとチャールズはクーパー一家と出会い、一緒に旅をする。旅の途中、両親が恐ろしい
事故に遭い、一瞬にして２人の幼い子供たちは孤児になってしまう。存命している身内の元に兄妹をおいておくこともでき
ず、自分で彼らを養子にできる状況でもないことを分かっているチャールズは、諦めて州政府に兄妹を引き取ってもらうこと
を余儀なくされる。

愛すればこそ（後編）

ジェームスとカサンドラがチャールズと一緒に家に帰ると、２人はすぐにインガルス家や新しい学校になじむ。彼らの状況がよ
くなり始めたちょうどその時、兄妹を養子にしたいという夫婦がやって来る。しかし夫婦が養子にしたいのには、ある隠れた狙
いがあり、それによって２人は危険にさらされることになる。

私のネリー（前編）

パーシバルの父が亡くなり、彼は家業を継ぐことにする。つまりそれは彼とネリーが永久に、ニューヨークに留まることを意味し
ていた。この知らせを聞き、取り乱したハリエットとネルスは、自分たちの生活に再び幸せをもたらすため、養女を迎えること
を決意する。スリーピー・アイの児童養護施設を訪れると、ハリエットは施設内で一番手に負えない少女に引き寄せられ
る。

私のネリー（後編）

ネルスとハリエットの養女ナンシーは、すぐ新しい家に住み慣れる。ハリエットは大喜びでナンシーのことを甘やかすが、ナン
シーは行く先々で大きな問題を引き起こす、モンスターのような子供だった。ナンシーの行動が行き過ぎると、誰がボスかを
彼女に分からせるために、養母も含めた全員が一致団結する。
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