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紙芝居研究の現状と課題

寶櫛久美子

1．はじめに

(1)本学会との出会い

私自身が本学会に入会したのは、2005年のことである。1898(明治31)年に創設された本

務校の幼児教育研究所跡から1800点余りの紙芝居が発見された。それを機に、「子ども文化

と紙芝居プロジェクト実行委員会」が立ちあげられ、学内業務の一環として紙芝居研究をし

なくてはならないことになったのである。保育者養成校で教育をしていたとはいえ、児童文

化や紙芝居についての研究経験は皆無であった私は、まず、紙芝居について学ぶことから始

めなければならなかった。紙芝居をキーワードに学会探しをした。紙芝居は、保育現場では

絵本と並ぶ日常的な保育教材である。しかし、2005年当時、日本保育学会でも、それまで

に発表された紙芝居研究はほんのわずかであった。日本子ども社会学会では、研究発表は

少なかったが、しかし、紙芝居のラウンドテーブルが第8回大会(2001年）から第12回大会

(2005年）にかけて5年連続で実施されていた。これは他の学会に類を見ないものであった。

そこで、本学会に入会し、ラウンドテーブルの企画者堀田穣氏をはじめ紙芝居研究者、紙芝

居活動家の方々との面識を持つことができ、以来毎年学会発表を重ねてきた。紙芝居に関す

る研究は本学会でも増加したとはいえないが、発表することで少しずつ関心のある方々との

出会いが増え、散発的に研究がなされていることを知ることができた。

(2)ラウンドテーブルの実施

2014年、敬愛大学で開催された第21回大会に於いて、「紙芝居研究の現状と課題」という

テーマでラウンドテーブルを実施した。昨今のデジタル社会にあって、アナログな紙芝居の

活用の場は、幼児教育・保育の場だけでなく、高齢者の介護に、図書館での読み聞かせに、

地域の絆づくりにと広がりを見せている。同時に、紙芝居への注目は、日本だけでなく外国

にも及んでいる。アメリカでは、タラ・マックガワン氏が紙芝居の研究でPh.D.を取得され

た。そこで、日本での紙芝居研究も進んでいるのではないかと考え、紙芝居に関心のある研

究者が集まり自由に語り合い交流することで紙芝居研究の現状を把握し、今後の課題を探る

ことを目的として企画した。ラウンドテーブルの限られた時間では、所期目的を十分果たす

ことができないほど、研究者が交流の場を必要としていることが実感できた。ラウンドテー

ブルは、コーディネーター寶櫛、司会者川北典子（平安女学院大学)、紙芝居研究について

の報告者相澤京子（鶴川女子短期大学)、石山幸弘（群馬県立女子大学非常勤講師､『紙芝居

(びんぐし・くみこ名古屋柳城短期大学）
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文化史』著者)､奥美佐子(神戸松蔭女学院大学)､佐々木由美子(東京未来大学)､野崎真琴(名

古屋柳城短期大学)、堀田穰(京都学園大学）の6名（敬称略)で実施した。

紙芝居研究を目的として本学会に入会したこと、昨年、本学会でラウンドテーブルを実施

したことから、研究情報のテーマを「紙芝居研究の現状と課題」とした。紙芝居に関しての

研究歴の浅い者が紙芝居研究に関して述べることについての篇跨がないわけではないが、日

本子ども社会学会が紙芝居研究者の交流の場となることを願い、まずは紙芝居と紙芝居の研

究について、紙芝居の歴史を解説することから始めたい。そして、2005年より私どもう。ロ

ジェクトが紙芝居に関して実施してきた活動や研究と、ラウンドテーブルでの情報交換の成

果を重ね合わせ、紙芝居研究の現状と課題について述べたい。

2．紙芝居と紙芝居研究一紙芝居の歴史から－

「紙芝居」とは何か。そう問われて、イメージするのは、一定年齢以上の人は街頭紙芝居、

若い世代の人は幼稚園や保育所で見た紙芝居であろう。紙芝居を研究対象として頭に浮かべ

る人は、ほんの一握りなのではないだろうか。実際に、学会での紙芝居研究は非常に少ない。

現在、幼児教育・保育の場ではよく紙芝居が活用されているにもかかわらず、日本保育学会

でも研究数が少ない。その理由を､紙芝居のルーツ､紙芝居の歴史から探ってみたいと考える。

(以下に論じる紙芝居の歴史については、これまでの研究発表をもとに発展させ､『子どもの

育ちを支える児童文化』第3章「紙芝居の変遷」にまとめたものを基本にしている｡）

(1)紙芝居のルーツ

街頭紙芝居世代も、保育紙芝居世代も、紙芝居といわれてすぐ思い浮かべるのは、「平絵」

といわれる紙芝居である。

平絵紙芝居は、表に絵が描かれ裏に脚本、そしてそれが演じられることによって成り立つ

ものである。この構造的特徴に注目すると、平安時代の『源氏物語絵巻』にまで遡ることが

できるという説がある。絵巻の「東屋」の段に、失恋した浮船を慰めるために、右近が語り

手となり、中君などとともに物語絵を見ているシーンが描かれており、絵と鑑賞する者（観

客）とその絵についての語り手がいることから、紙芝居の構成要素に一致するというのだ。

このような考え方に基づけば、寺院の壁画や掛軸などを用いた「絵解き」、絵巻もこの類型

と考えられ、紙芝居の歴史は平安時代、鎌倉時代から現代につながるということができる。

一方､「平絵」の紙芝居が登場する前に、これぞ紙芝居といわれた、「立絵｣、「カガミ式立絵」

と呼ばれる紙芝居が存在した。「立絵」は、飴などを売り街頭で実演されていたので大道芸商

売、大衆娯楽であった。大道芸商売、大衆娯楽の系譜を探ると、紙芝居のルーツは江戸時代

の「のぞきからくり」や「写し絵」だといわれている。

紙芝居を学的扱いから遠ざけ、研究対象としてみなさない風潮は、ルーツが大衆娯楽であ

ったということにも基因しているといってよいだろう。
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(2)平絵紙芝居

紙芝居のルーツを大道芸商売、大衆娯楽の系譜から考えると、平絵紙芝居といわれる現在

のスタイルの紙芝居の前身は立絵紙芝居となる。それは、団扇状の厚紙の表裏に絵を描きそ

のまわりを黒く塗り、持ち手の下部の竹串を舞台の下に開けられた穴に差し込んで演技をさ

せるというもので、現代のペープサートに近いものといえる。写し絵師たちが描いてそして

寄席で演じた。「紙人形の芝居」ということで、これが本当の「紙芝居」だと当時はいわれて

いたようである。立絵紙芝居は、流行り廃りを繰り返しながら、演じる方法や、演じる場所

を変化させていった。演目も最初のころは、歌舞伎をヒントにしたものが主流であったが、

大正末期には大人向けのものだけでなく子ども向けのものも出てきた。関東大震災の後、東

京の下町を中心に立絵紙芝居が再び流行し始めたころには、紙芝居屋が自転車に舞台を積ん

で営業するスタイルが一般化していたようである。

この頃の様子は、倉橋惣三（1882-1955）の『子供讃歌』に描かれている（倉橋1965、p.247-

248)。戦時下では教育紙芝居運動に参画し、戦後『保育要領一幼児教育の手びき－』の中に、

紙芝居を保育教材・教具として制度的に位置づけることに中心的な役割を果たした倉橋だが、

｢立絵」の時代から紙芝居に関心を抱いていたことが分かる。(賓櫛・種市2006参照）

鏡を使用した実演方式のカガミ式立絵と呼ばれる紙芝居も考案され、実演も簡便化され紙

芝居業者もかなり増えた。その一方で、興行法を盾にした警察の干渉も厳しくなり、1929

(昭和4）年には事実上営業停止に追い込まれてしまった。立絵紙芝居が芝居だから答めら

れるのなら「絵噺し」にすればよいだろうという、警察の執勘な取り締まりをかい<く､って

大道商売を続けようとした紙芝居屋の知恵から、平絵紙芝居は生まれた。1930(昭和5)年5

月に誕生した､『魔法の御殿』(脚本後藤時蔵、絵永松武雄）が平絵紙芝居の第1作とされ

る。平絵紙芝居の誕生を考えると、平絵紙芝居は当初は「絵噺し」であって、立絵紙芝居こ

そ紙芝居と捉えられていたことが理解できる。しかし、今日私たちが紙芝居と呼んでいる

のは、「平絵」と呼ばれる紙芝居であり、それ以前の「立絵」や「カガミ式立絵」と呼ばれる紙

芝居とは区別される。また、「日本固有の文化財」として、またコミュニケーションメディア、

教育メディアとして注目を集めているのは平絵紙芝居であり、街頭紙芝居からスタートした

ものだということになる。

(3)街頭紙芝居

大人の大衆娯楽から子どもの娯楽に発展し「平絵」となった紙芝居は、街頭で演じられ瞬

く間に子どもたちを魅了した。昭和の初期には、大正期の児童中心主義教育、童心主義的文

芸や芸術教育運動により、人形芝居、童話、童謡、少年少女向け雑誌などが誕生し児童文化

が発達してきていた。しかし、それらの文化財を手にすることができたのは一握りの裕福な

家庭の子ども達だけで、一般庶民の子どもにとって紙芝居は数少ない娯楽の一つだったので

ある。また、1929(昭和4)年アメリカで起きた大恐'|荒は、日本をも経済不況の渦に巻き込み、

実演の方法が簡便になった平絵紙芝居は、資本も要らず失業者たちにとっての格好の仕事と

なった。このように、子どもと大人の事情があいまって、街頭紙芝居は大流行となった。街

頭紙芝居は、平絵紙芝居の誕生した1930(昭和5)年から戦争に突入する前、1936(昭和11)
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年頃が第1の流行期（前期黄金時代）といわれている。

街頭紙芝居の初期のものは手書き一点もので、最初は四六番と呼ばれる葉書より少し大き

なサイズのものから始まり、現在の紙芝居の半分の大きさのものが主流となっていったとい

われている。また、説明や台詞の裏言がなく、ストーリーは口伝で、絵はどぎつい色彩や表

現手法で描かれ、荒唐無稽なストーリーや怪奇ものなど、子どもに有害とみなされる内容も

少なくなかった。貸し元と呼ばれる紙芝居業者が紙芝居作家と画家を抱え、紙芝居を紙芝居

屋に賃貸し、また、飴、煎餅など販売する菓子も卸して営業していた。紙芝居屋は、紙芝居

作品と舞台を自転車に積んで街頭で拍子木を鳴らして子どもたちを集め、飴などを売って演

じていた。

このような街頭紙芝居のシステムでは、紙芝居の制作販売情報も整備されていなかった。

また、何回も貸し出され使いまわされた紙芝居は消耗品であったと考えられる。今日に残さ

れているものは少ないであろうし、残っていても散逸している可能性が高い。残された作品

を整理しようにも全体像が見通せないため分類体系がない。現在でも全国的な書誌・所蔵情

報に相当するものが作成されておらず、今日の紙芝居研究、ことに紙芝居作品を資料とする

研究の道を阻んでいるといってよいだろう。

当時の急激な流行の様子は、1931(昭和6)年には新聞社の紙芝居の貸元、紙芝居業者につ

いての調査に見ることができる。また翌年には、街頭紙芝居に関する子どもへの影響につい

ての特集記事が新聞に掲載されているのである。多くの子どもが観客となった紙芝居は、飴

売りという観点から衛生面、また紙芝居の内容に関しては子どもの健全育成の観点、教育面

からも批判された。

「昔の大道人形芝居が、とにかく歌舞伎の狂言を使って一種の大道芸術といってよい位の

味を示していたものと大変異なっています。（中略）かりにその筋が不道徳でないにしても、

考え方に子供らしい趣味でないのも有害の一つです｡」(倉橋、1932）と立絵時代には子ども

の娯楽として紙芝居を認めていた倉橋惣三も、作品内容に芸術性が見られない、また子ども

に見せる内容として相応しいものでないことを理由に厳しく批判していることが掲載記事か

ら読み取れる。1933(昭和8)年には、警視庁が管内の街頭紙芝居業者数を調査しており、そ

の数から普及ぶりが理解できる。

1935('1召和10)年には東京市社会局が｢紙芝居に関する実態調査」を発表し、当時の公的機

関による資料として注目されている。同市の同局庶務課調査係担当の宮島貞二が､「日本画

劇教育協会」を対象にした調査である。売っている飴に関しても紙芝居屋に関しても街頭紙

芝居に大きな問題は無いとし、紙芝居はあくまで娯楽であり、修身教科書的では紙芝居の本

来の目的に反するといっている（東京市社會局編1935)。当時では珍しい、街頭紙芝居を擁

護した発言で興味深い。しかし、調査対象とした「日本画劇教育協会」は、1932(昭和7)年

に街頭紙芝居貸元12社ほどが、文部政務次官安藤正純を会長に迎えて街頭紙芝居の内容改

善、業者の素質向上、児童に及ぼす影響の改善を目指して設立されたものである。1933年

の警視庁の調査では、東京市中には1734人の紙芝居業者がいたとされており、すべての業

者の改善にはつながらなかったのではないだろうか。宮島貞二の調査報告は、調査対象者を

広げれば異なった結果となったかもしれない。
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街頭紙芝居はその流行のゆえに、交通や飲食物の取りしまりを目的とした紙芝居業者に関

する調査が警察によりしばしばなされている。当時のデーターを収集し分析すれば、新たな

研究テーマが見出せるようにも思える。しかしながら、子どもの娯楽として発展したこと、

教育的でないとの批判を度々浴びたことから、これまでは文化財として、また、学術研究の

対象として認められることも難しかったのではないかと考える。

(4)教育紙芝居(印刷紙芝居）

街頭紙芝居に引きつけられたのは、子どもだけではなかった。平絵紙芝居の機能性に注目

し、宗教伝道、校外学習、学校教育に活用しようという試みが、ほぼ同時並行的に発生した。

平絵紙芝居の制作と実演の手軽さ、感化力や教育力の強さなどに魅力を感じ、活用しよう

といち早く考えたのは、今井よれ（1897-1968）である。街頭紙芝居の初期のものは手書き一

点ものだったが、1933(昭和8)年頃今井は、キリスト教伝道のために印刷紙芝居として出版

した。子どもの娯楽であった紙芝居は福音紙芝居として、教育的に活用されるようになった

のである。

プロレタリア運動や東京帝大セツルメントの活動をしていた人々、軍事関係者までもが早

い時期から紙芝居を娯楽としてではなく、教育に活用しようという発想をもっていた。松永

健哉（1907-1996）は、児童問題研究会を創設し校外活動などにかかわっていたが、今井の福

音紙芝居にヒントを得て、1934(昭和9)年に文部省推薦のソ連映画「人生案内」を紙芝居に

仕立て、雑誌『児童問題研究』の付録とした。わら半紙に線画印刷され、購入者が塗り絵と

して完成させて使用するもので、これが教育印刷紙芝居の第1号といわれている。この号に

は、「紙芝居の作り方・やり方」も掲載されていた。

松永は、1936(昭和11)年児童問題研究所を開設し、紙芝居を校外教育論や教育実践に盛

んに取り入れた。1937(昭和12)年には、松永は生活綴り方教育に携わる教師たちをメンバ

ーとして、紙芝居教育推進を目指した「日本教育紙芝居連盟」を結成した。彼は体制擁護の

姿勢を明確化し、熱心かつ積極的に教育紙芝居運動を推進した。1938(昭和13)年、この連

盟を母体とし、かつその規模を拡大して「日本教育紙芝居協会」が設立された。大島正徳(東

大講師・英文学者）を理事長に、松永はもちろん、倉橋惣三、大島長三郎(劇作家・青江舜

二郎)、堀尾青史らが理事として名前を連ねた。会員は、幼稚園、国民学校、青年学校、宗

教団体、町役場、農会、産業組合など広範囲に渡った。「日本教育紙芝居協会」は政府直属の

国策宣伝機関として、紙芝居の研究のみでなく、製作、配給、実演をしていくことになると

ともに、街頭紙芝居の検閲機関としても機能した。戦局が悪化するにつれ、紙芝居の安価

性・効率性はさらに評価された。戦争のプロパガンダとなった紙芝居は、大人には戦意高揚

を、子どもには文化活動を、一元的に統一管理するものとして、隣組、職場、学校、全国津々

浦々で演じられた。戦地でも、宣撫工作として現地語に翻訳して活用された。教育紙芝居は、

国策のための戦中マスメディアとして利用され1942年以降に最盛期を迎えるが、これは紙

芝居が国策に盛んに使われたことにも起因する。官庁や翼賛団体にその感化力を高く評価さ

れ、国が買い上げて全国に配布するため、出版部数は戦前の十倍程にもなった。

紙芝居の歴史上、紙芝居研究が最も盛んに行われたのは、「日本教育紙芝居協会」において
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であった。「日本教育紙芝居協会」の発行した機関紙『教育紙芝居』(後に『紙芝居』）は、メン

バーには政府の役人、教育関係者、紙芝居関係者が多く名を連ね、保育、教育等の紙芝居に

関する研究、また紙芝居の活用方法、演じ方、作り方などに関する研究がなされていた。こ

の機関誌は、国策紙芝居研究だけでなく、今日の紙芝居の研究を進める上で、資料として価

値の高いものである。また、メディア研究として、国策紙芝居作品も重要な資料である。し

かし、敗戦により機関紙も、紙芝居作品もほとんどが破棄されてしまった。

紙芝居作品、そして当時の研究の様子を伺い知ることができる機関紙も研究資料として手

に入らないことが、戦時下の紙芝居研究が進みにくいひとつの要因であった。また、紙芝居

は、戦意高揚のメッセージを載せるメディアとして機能したことから、世間から批判対象と

して見られ、文化財として認められることもなく、研究にもマイナスとなった。しかし、雑

誌『教育紙芝居｣『紙芝居』が2013年から復刻された。国策紙芝居作品が文化財として見直さ

れて収集され、データベース化も進んでいる。今後の研究の進展が期待される。

(5)幼児教育・保育と紙芝居

今井よれや松永健哉に少し遅れて、幼児期の教育に活用しようとした人物が高橋五山

(18881965)であった。高橋は、幼年雑誌の編集に携わり「絵噺し」を発案し、1931(昭和6）

年には全甲社という出版社を興して絵本や雑誌の出版を始めた。高橋は、荒唐無稽なものや

怪奇的な脚本、絵はどぎつい色彩や表現方法で描かれていた娯楽性の強い街頭紙芝居のイメ

ージを払拭し、文学性や芸術性を盛り込み、紙芝居を児童文化とすることに力を注いだ。し

かし、幼稚園に教育教材として紙芝居を販売普及するのは容易なことではなかった。

1935(昭和10)年に、高橋は、「幼稚園紙芝居」全10巻を発行した。『赤ヅキンチャン』『金の

さかな』といった作品で､各16～20場面、四色刷りのものだった。これらの作品は、1926(大

正15)年公布の『幼稚園令」に基づき、5項目の中の談話の応用として用いられていたことが、

幼稚園の週録等に記録として残されている（賓櫛・種市2005,p.61)。今日、幼稚園や保育

所で利用されている紙芝居の、単純な造形と短いことばによるシンプルで素朴な世界は彼が

成立させたといえる。

高橋の仕事は、川崎大治(1902-1980)に引き継がれた。川崎は、生涯140本を超える紙

芝居作品を残した。1925(大正14)年に早稲田大学の英文科を卒業したが、子ども時代から

巌谷小波に関心を持ち児童文学の道を志し、う°ロレタリア児童文学運動を行なっていた。日

本の紙芝居の代表作に数えられる『太郎熊と次郎熊』を始め、「ヒヨコノトモダチダレトダ

レ』、『アカイマリ』など、多くの優れた紙芝居作品を世に残している。

(6)第2次世界大戦後

戦争に協力してきたことで、紙芝居は戦後に批判を受けることになり、政府直属の国策

宣伝機関として活動してきた「日本教育紙芝居協会」は、1945(昭和20)年12月には自発的

に解散した。理事を務めた宗教学者の佐木秋夫は、1946(昭和21)年に、日本の戦争犯罪

を追及した東京裁判に出廷し、戦争遂行メディアとしての紙芝居の役割について証言した。

GHQは、新聞社・通信社・出版社にプレス・コードを出し、映画や演劇などのメディアに
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ピクトリアル・コードを設定した。紙芝居は大量に処分されるとともに、検閲を受け検閲印

が押されたものだけが実演を許可された。

一方戦中は物資の不足から売るアメも作れず激減していた街頭紙芝居は、1946(昭和21）

年後半から人気が上昇し、1947(昭和22)年から50(昭和25)年は史上空前の紙芝居の流行

となる。この時期が街頭紙芝居流行の第2期といわれている。戦災や敗戦により日本経済が

不振のところに引揚者もあり失業者が急増したため、1948(昭和23)年には紙芝居屋の数は

東日本で3933人となり戦前のピークに近づいた。失業者にとって、資本が要らず、その日

の現金収入が得られるアメ売りとしての紙芝居屋は格好の仕事となったが、多くの者の実演

技術は低かった。GHQの集計によれば、東京では1日40万人が紙芝居を見ており、その大

半が子どもであったということである。

敗戦の影響は娯楽不足や当時の食糧事情から菓子不足となって表れ、子どもはアメにも紙

芝居にも引き寄せられた。紙芝居屋は子どもを惹きつける為に、紙の裏の説明書きから離れ

てアドリブで演じていた。街頭紙芝居は、不道徳、不衛生、非教育的ということで、批判を

浴びるようになった。紙芝居の人気は再び政府や宗教団体にも利用されるようになり、交通

安全や犯罪防止の教育に、布教にといったような目的で活用され、印刷紙芝居業者も復興し

た。街頭紙芝居と違って、情報の上意下達、勢力拡大のための活用である。

1949(昭和24)年末にメディアの検閲は廃止されたが、子どもが紙芝居を見て学校に遅刻

する、買い食い、不良化など、紙芝居は教育問題、社会問題として過熱化した。そこで、地

方自治体が条例で取り締まるような動きが出てきた。神奈川県では紙芝居屋に試験をし、そ

れに合格した者に免許を与え、紙芝居屋の教養を向上させることによって、教育問題に対

処しようと考えた。また、紙芝居屋が独自に紙芝居を審査するような活動もした。1952(昭

和27)年春には日本の子どもを守る会が結成され、街頭紙芝居の加太こうじ、永松武雄（黄

金バットを最初に描いた作家）などが浄化運動を進めた。しかし、永松はこのような規制は、

街頭紙芝居にとって自分で自分の手を切り落とせと言っているようなものだと述べている。

ある紙芝居屋は、下町の威勢のいい子ども達にお上品な言葉でやっていると子ども達はつい

て来ませんと言っている。このような運動は、紙芝居の作品内容の改善に寄与する一方、紙

芝居の自由奔放な作風を阻害し、子どもの紙芝居離れを加速させることになった。

1953(昭和28)年2月にはNHKがテレビ放送を開始し、8月には日本テレビが開局した。

都会の街角に街頭テレビが設置され人々は街頭テレビに群がるようになり、街頭紙芝居に対

しテレビは電気紙芝居といわれた。印刷紙芝居のスポンサーであった製菓会社はテレビに広

告メディアとしての価値を見出し、テレビを見た子ども達は間接的にアメを買わされるこ

ととなった。テレビの登場は、子どもを野外の遊びから屋内へと誘い、紙芝居との接触時間

を奪っていった。1960年代に始まる高度経済成長は各家庭にテレビを普及させ、テレビは

広告メディアとして機能し購買欲をかきたて、経済発展を促進させ高度経済成長に貢献した。

子どもたちは、雑誌を購入したり、テレビに出てくるキャラクター人形などのおもちゃを買

って遊ぶようになり、この頃には街頭紙芝居屋は廃業になった。

街頭紙芝居が流行するたびに、戦前から繰り返しなされた不道徳、不衛生、非教育的とい

う批判は、紙芝居を児童文化財としてみなすことを阻み、また、紙芝居を学術研究の対象と
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みなすことからも遠ざけてきたビ

(7)教育紙芝居のゆくえ

終戦直後、教育紙芝居（印刷紙芝居）は、紙不足や印刷所が戦火での被害にあっていたこ

ともあり、街頭紙芝居が瞬く間に流行したことに比べるとはるかに後れを取った。戦後の民

主主義推進を担おうと、1946(昭和21）年には、教育紙芝居と街頭紙芝居が一緒になって、「日

本教育紙芝居協会」の後身、「日本紙芝居協会」が設立され、戦前からの機関紙と同名の『紙

芝居』が発行された。1950(昭和25)年には、高橋五山、佐木秋夫、稲庭桂子らが｢教育紙芝

居研究会」を結成し、翌年から「日本紙芝居幻灯」を併設して紙芝居出版事業を開始した。

これに先んじて1949(昭和24)年には、高橋五l1｣は自らが興した全甲社から、『○と□と△

ちゃん』、折り紙貼り絵紙芝居『けんかだま』『ぶたのいつつご』を厚生省児童課選定として

出版している。これらは、現在でも、保育の場で活用されている代表的な紙芝居である。

紙芝居は、1948(昭和23)年頒布の『保育要領一幼児教育の手びき－』の中に、保育教材・

教具として制度的に位置づけられた。これには、「幼児教育内容調査委員会」委員長として倉

橋惣三､委員として山下俊郎､坂元彦三郎ら幼児教育関係者と､吉見静江､副島ハマらの厚生・

児童福祉関係者が作成にかかわっていた。倉橋が、紙芝居に「立絵」時代から興味関心を示

していたこと、街頭紙芝居の第1の流行期に批判的な意見を述べていたことを先に紹介した。

倉橋が幼稚園教育関係の第一人者であるとすれば、副島ハマ(1905-1998)は、日本保育学会

創立時に理事を務め、厚生省で18年にわたり保育行政に携わり、保育界を主導する立場に

あった人物である。副島は戦前に保育をしていた時代から今井よれの紙芝居に触れ、自らも

紙芝居作りをしており、代表作に日本紙芝居幻灯から出版された『おうたのなぞなぞ』があ

る。

また、今井よれの戦後の後継者といわれる関屋友彦は、戦争のない平和な世界を希求し紙

芝居活動をした。一宗教に収まりきらない関屋の高い理念に裏打ちされた紙芝居制作と、銀

行や出版業での経験を生かした実業家としての手腕に基づいた紙芝居活動は、全国の幼稚園

や保育所に紙芝居を根付かせることに貢献したといってよいだろう。(書櫛・種市2007参照）

保育界で、紙芝居が今日でも活用されているのとは対照的に、小学校以上の学校教育の場

では紙芝居の存在は薄れていった。戦後4，5年もすると、学校教育の現場では「視覚教育」

が重視されるようになり、映画や幻灯が活用されるようになった。教育教材にふさわしい、

よりよい紙芝居の作成を目指し、稲庭桂子らが中心となり「高橋五山賞」が制定され1962

(昭和37)年より今日まで続いている。1年間に出版された印刷紙芝居の最優秀作品を顕彰し、

紙芝居の質の向上を図っている。

しかし、年間の出版数は減少の一途をたどっている。その理由としてあげられるのは、文

部省の教材基準に関する紙芝居の取り扱いである。1967(昭和42)年文部省は、第1次教材

整備5カ年計画を実施し、小学校での「教材基準」から紙芝居を消耗品に移行した。現場の

教員には、紙芝居が時代遅れの視覚教材であるかのような印象を与えてしまい、利用されな

くなると同時に、販売部数が激減してしまうことになったのである。

1969(昭和44)年、城戸幡太郎を初代所長とし「子どもの文化研究所」が創設され､『子ど
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もの文化』という月刊誌を発行している。広い意味での教育紙芝居のセンターとして、紙芝

居という文化財の存続に重要な役割を今日も果たしている。『子どもの文化』に取り上げられ

た紙芝居に関する研究が、各学会とリンクすれば紙芝居の研究は進むのではないかと考える。

2005年以降の私どもの研究をもとに、紙芝居の歴史をそのルーツから第2次世界大戦後ま

でたどることで、現在私たちが紙芝居と考えているものが、1930年に作成された平絵紙芝

居であること、街頭紙芝居からスタートし、福音紙芝居をはじめとし教育に活用されるよう

になったこと、教育的活用は、保育・幼児教育としての活用が始まるや否や、その教育力は

戦意高揚、国策紙芝居として活用されたこと、第2次大戦後も街頭紙芝居は流行したがテレ

ビなど他のメディアや娯楽の出現により1953年以降は衰退したこと、教育的な活用は戦後、

法令上位置づけられもしたが他の視覚教材の出現と教材としての扱いの変更により活用が衰

退し、現在は幼児教育の場においての活用が中心であることを見てきた。そして、この紙芝

居の歴史に、紙芝居が学術研究として位置づけられることが難しかったことの原因や、今日

学会での研究発表が少ない理由があることを述べてきた。

また、活用実態からすると、街頭紙芝居、教育紙芝居、幼児教育紙芝居、戦意高揚・国策

紙芝居などのように、紙芝居の活用意義はいろいろな分野で認められ、実際活用されてきた

ため、いくつかの分野からのアプローチに分散して研究がなされている。数少ない研究であ

ることに重ねて、発表する学会が異なるため、研究者間の交流が難しく研究の進展に影響を

与えていることも推測される。｢紙芝居」の研究や活用に関する情報を網羅的に取り上げてい

るのは子どもの文化研究所の月刊誌『子どもの文化』である。『子どもの文化』と学会との連

携を図ることが必要だと思われる。また、学際的な研究の交差する学会である日本子ども社

会学会は紙芝居研究に適切な学会であると考える。是非、本学会の役割に期待したい。

3．紙芝居研究の現状と可能性

ラウンドテーブルでの議論と、2005年以来本学会を中心に発表してきた研究を重ねて、

紙芝居研究の現状と課題について検討し、紙芝居研究の可能性を広げることも目的とし、紙

芝居研究の情報の提供を試みることとする。

(1)幼児教育・保育と紙芝居研究

紙芝居は様々な児童文化財の中でも、絵本と並んで優れた教育メディアとして活用されて

きた。また、現在も保育現場では有用な教材・教具であるにもかかわらず、学会での発表件

数が少ないのはなぜかという問いを立ててみた。結論を先取りすれば、保育現場での紙芝居

の活用方法にその理由があるといえる。

街頭紙芝居として誕生した紙芝居は、戦前から戦後にかけて街頭で演じられ子ども達の娯

楽として取り扱われた。その一方で、子ども達を魅了する紙芝居を教育的に活用しようとす

る動きが起こり、保育界では、倉橋惣三や副島ハマらが紙芝居の草創期からその魅力に注目

し、保育実践の場に取り入れていたことが、これまでの研究の取組の過程で明らかになった。

また、戦後については、小学校以上の学校現場では紙芝居が扱われなくなったが、1948(昭
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和23)年刊行の『保育要領』では紙芝居が僅かの箇所で取り上げられており、保育教材とし

て保育制度上はじめて位置づけられたことも確認できた。(賓櫛・種市2005参照）

しかし、保育学会等での紙芝居研究は非常に少ない。理由のひとつは、保育現場での活用

の方法にあるといえるだろう。2010年から2013年にかけて、保育現場における紙芝居の活

用状況について、また保育者の紙芝居に関する意識について、愛知県下の幼稚園及び保育所

を対象にアンケート調査を実施した。また、同時に保育者養成課程における紙芝居の教育に

関して、愛知県、千葉県、京都府、福井県にある大学を対象に調査をした。これらの調査か

ら、紙芝居がほとんどの幼稚園及び保育所で活用されていることが明らかとなった。活用の

方法としては、保育者が演じて園児が観客として観るという方法である。活用頻度としては、

幼稚園､保育園ともに週1～2回というものが最も多かった。活用する時として最も多いのは、

幼稚園、保育所とも「帰りの会」が一番多く、それに続いて、幼稚園では「昼食後」｢活動の

導入｣、保育所では、「活動と活動の間」「活動の導入」が多いという結果であった。活用する

紙芝居の内容として最も多いのは、幼稚園、保育所ともに「物語」が圧倒的に多く、次に「教

育的なもの」が続く。紙芝居活用の目的としては、幼稚園、保育所ともに、｢紙芝居そのもの

を楽しむため」が最も多く、それぞれ回答園の半数以上の割合を占める。それに続き、「活動

の目的を達成するための教材として｣、「子どもの集中を促すため」が多かった。また、紙芝

居の舞台を使っている例はほとんどなかった。

これらの結果から、保育現場における紙芝居の活用の実態は、保育者が演じ子どもが観る

という方法で、時間つなぎの道具として用いるのがほとんどであることが明らかとなった。

保育者養成課程では、紙芝居の教育プログラムが導入されているところはほとんどなかった。

(寶櫛・野崎2010a､2010b、2011参照）

紙芝居が本来備え持っている感化力、教育力の強さにより、誰が用いてもそれなりに子ど

もたちを引きつけることができるため、保育方法、保育技術としての紙芝居研究につながら

ないでいる。また、紙芝居の歴史に見てきたように、児童文化財として十分な評価を得てい

ないために、保育教材としての評価が低く、紙芝居を主たる教材として保育を展開すること

が少ないため、保育教材研究にも結び付かなかったのではないだろうか。このような状況か

ら研究対象とされることが少なく、また、保育者養成課程で教育されていないことも、日本

保育学会をはじめとする学会で、保育と紙芝居に関する研究が少ないことにつながっている

と考える。

今回のラウンドテーブルでの相澤京子氏らの歴史的研究の発表は、現在の保育現場の紙芝

居活用に一石を投じるものといえるだろう。私立たちばな幼稚園（平成3年閉園）所蔵の昭

和20～60年代の紙芝居、全406作品を「旧たちばな幼稚園紙芝居文庫」として目録を作成し、

調査・研究をした。その結果、視聴覚教材を積極的に保育に活用していたという、たちばな

幼稚園では、今日の活用とは異なり、活用記録を残し教師がさまざまな意図を伝えるための

媒体として紙芝居を保育教材に位置付け、活用していたということが明らかとなったと報告

された。（相澤他2011,2014参照）

このような過去の幼稚園の研究から、現代の保育現場に紙芝居の特性を活かした、よりよ

い紙芝居活用を提案することができると考える。
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(2)アメリカでの紙芝居の学術的研究

紙芝居は、その歴史から見ても、優れた教育メディアとして活用されてきたにもかかわら

ず、学会での発表件数が少なく、学会での明確な位置づけがないのが日本の紙芝居研究の現

状である。最もよく活用されているといわれる保育現場での活用方法に、その原因のひとつ

があることを先に論じた。

日本発祥の文化財といわれながらこのような状況にあるのに対して、アメリカでは紙芝

居研究でPh.D.が取得さたのである。取得したのはタラ・マックガワン氏で、2012年に論

文"LooseningTheLigaturesofT℃xt:KamishibaiperfOrmanceintheModalEcologiesof21s[

CenturyClassroom3をペンシルバニア大学に提出した成果である。アメリカでは、紙芝居

が学術研究の対象として認められるまでになっていることの証といえる。

タラ氏は学位取得に先立って、アメリカの小学生や中学生を対象に紙芝居のワークシ

ョップを実施してきたその実践と紙芝居に関する理論的研究をもとに"'IheKamishibai

ClassroomEngagingMultipleUteraciesTY1roughtheArtof"Paper'I11eater""を、2010年に

刊行している。タラ氏の研究にいち早く注目した堀田氏は、この本を次のように評価し紹介

している。「アメリカ人にとっての紙芝居の入門書である。しかし、入門書だから簡単かと

いうとそうは言えない。紙芝居についての理解がないアメリカ人に、紙芝居の歴史から始

まって、表現のメカニズムを分析し、何をどう表現できるかを知らせるというのは、相当

な力量が必要だろう。（中略)巻末の参考文献を見渡すと、なるほど、これまでのアメリカが

蓄積して来た日本文化研究の成果がうまく生かされているということが理解できる｡」(堀田

2014p.121)

6章構成からなる本書は、第1章は紙芝居の歴史、第2章は紙芝居のメカニズムについて、

第3章は紙芝居を用いた作文指導について、第4章は参加型紙芝居について、第5章は自分

史紙芝居の創作とPI､SDにつて、第6章は社会科や理科の授業と紙芝居について論じている。

日本での紙芝居研究も、外国の研究に学ぶところは多いにあるといえるだろう。この本が日

本語に訳され、人々の目に広く触れることが待たれる。

(3)紙芝居の研究基盤が整う

紙芝居に関しての研究を進めるための基盤が整ってきていることについて、これまでの研

究との関連から、その意義を論じることとする。

l)石山幸弘著『紙芝居文化史一資料で読み解く紙芝居の歴史一』萌文害林2008年

石山氏は、紙芝居を文化財資料として見直し、発掘と保存に即しての研究に関心が高まっ

てきたことを察知し、「紙芝居という文化財について調査研究しようとする方々に、少しで

も援助ができれば｣(石山2008まえがき）との考えから本誌を執筆されたとのことである。

本書は、紙芝居の歴史を7期に分けその期ごとに解説がされ、資料もつけたうえで年表形

式にまとめられている。

第1期紙芝居の源流-12世紀前半～1867（慶応年間）年まで
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第2期写し絵から立絵紙芝居へ-1868（明治元）年～1929（昭和4）年まで

第3期平絵紙芝居の誕生とその諸相-1930（昭和5）年～1936（昭和11）年まで

第4期メディアとしての紙芝居-1937（昭和12）年～1945（昭和20)年7月まで

第5期民主化の中の紙芝居-1945（昭和20）年8月～1950(昭和25)年まで

第6期街頭紙芝居の黄金期とそのかげり-1951（昭和26）年～1960(昭和35)年まで

第7期教育紙芝居の模索と発展-1961（昭和36）年～2007(平成19)年9月まで

2005年に、保育と紙芝居の関係の歴史をまとめた際(寶櫛・種市2005参照）には、紙芝居

についての研究の蓄積はまだ充分でなく、その歴史についても体系化されるに至っていない

ため、｢子ども史年表」から流れをつかむことで研究を開始した。そして、今井よれ（1934)、

東京市役所の調査（1935)、内山憲尚（1939)、加太こうじ（1979)、上地ちづ子（1997）の研

究を中心に、紙芝居についての情報がどこにあるのか手探り状態で、なおかつ入手できる一

次資料が少ない中での検討であった。本誌が刊行され、紙芝居の歴史が研究資料・年表とし

てまとめられた事により、紙芝居の歴史が把握しやすくなったことは、紙芝居研究者達の実

感するところである。

2）｢日本教育紙芝居協会」機関誌『教育紙芝居』『紙芝居』誌の復刻

浅岡靖央編雑誌『教育紙芝居』『紙芝居』全11巻が復刻し、金沢文圃閣より刊行されるこ

とになり、2013年11月より配本が始まった。この雑誌は戦時下、どのような紙芝居研究が

なされていたかを知る上で重要なものである。

本学会第16回大会(2009年中国学園大学において）で発表した「戦時下における紙芝居に

関する議論一雑誌『紙芝居』を中心に－｣(賓櫛・野崎2009参照）は、原本を所蔵する機関と

個人から記事のコピーを入手しての研究であった。調査対象資料は、1942(昭和17年）年発

刊第5巻1，2号、4～11号、1943(昭和18)年発刊第6巻1～12号、1944(昭和19)年発刊第

7巻1号、4号、6～9号のみであった。

限られた資料であったので、戦時下での紙芝居についての研究として十分といえるもの

ではないが、いくつかの重要な点が確認できた。ひとつは、1942年1月号より『教育紙芝

居』から『紙芝居』に改題した経緯が理解できた。雑誌の統廃合により教育雑誌4種を併合吸

収して、内容概観を整備し拡大強化したものとして『紙芝居』に改題されたとのことである。

さらに、『紙芝居』は他の雑誌を統合したことにより「日本唯一の紙芝居雑誌」となったこと、

雑誌の目的が、紙芝居の本質向上を目指し紙芝居の指導、研究、練成、普及を進めることに

あるとしていることも読み取れた。そして、「本誌を仲介とする全国紙芝居愛好者既に七千

を突破」との記述から､紙芝居に関する雑誌としてかなり広く普及していたことも（『紙芝居』

第5巻1月号､1942年､p.66)理解できた。歴史的に最も紙芝居が研究されたのは､戦時下､「日

本教育紙芝居協会」においてであり、『教育紙芝居』『紙芝居』は戦時下の紙芝居研究に関して

の有効な資料である。

雑誌『紙芝居』に掲載されていた「座談会」に注目してどのようなことが議論されていたの

か、その内容と出席者を整理した結果､「日本教育紙芝居協会」の研究は、国策紙芝居研究だ

けでなく、紙芝居全般にわたるものであることも理解できたのである。座談会の出席者は、
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会によって様々であるが、倉橋惣三、副島ハマ、松永健哉等の教育関係者、幼児教育・保育

関係者、紙芝居の歴史上重要な人物、高橋五山、今井よれ等も列席している。また、紙芝居

画家では、西正世志、小谷野半二等、作家では川崎大治、堀尾勉(青史）等が名を連ねてい

る会もある。座談会の内容を概観すると、紙芝居の文化あるいは芸術としての性質や価値を

問うなど、紙芝居の本質や特性に関する議論や、学校や保育現場における教材・教具として

の意義や問題、また学校だけでなく様々な領域における紙芝居の活用のあり方、さらには紙

芝居の絵の描き方、脚本の作り方、演じ方等、紙芝居を扱う際の方法・技術に関する内容等、

紙芝居について様々な立場の人たちが様々な角度から論じた記事が掲載されていることが大

まかに把握された。

「日本教育紙芝居協会」が｢国策紙芝居」の研究、制作、普及を担っていたことは確かであ

るが、雑誌『教育紙芝居』『紙芝居』は「国策紙芝居」という戦時下の研究資料としてだけで

なく、紙芝居全般にわたる研究の基礎資料として重要であり、紙芝居研究の進展に寄与する

ものであると考える。

(4)紙芝居作品の収集とデータベース化

ラウンドテーブルで佐々木由美子氏は、新たに紙芝居研究会を立ち上げ、文学・保育の研

究者と実演者が協同し、実際に演じてもらったときの印象、演じ手の実体験等の諸側面から

紙芝居を論じるという方法を用い、紙芝居の作品評価の方法を探るという紙芝居研究の新た

な試みを報告された。紙芝居を文化財と捉え、紙芝居作品を資料として扱う研究として評価

できるものだと考える。また、紙芝居は絵とシナリオと演じることにより成立するという構

造特性に注目している点も、意義のある研究である。作品論は確かに難しい課題ではあるが、

研究が進めば、保育・教育に活用する紙芝居の選択、また各地で行われている紙芝居コンテ

ストの評価基準にもつながるのではないかと考えるのである。

しかし、紙芝居を文化財資料として作品評価をする研究、また、民俗学の資料として用い

る研究をするには、紙芝居作品の収集とデータベース化、デジタル情報での発信等が課題と

なっている。街頭紙芝居は、貸し元と呼ばれる紙芝居業者が抱える紙芝居作家と画家により

制作され、紙芝居屋に賃貸された。紙芝居屋は、紙芝居作品と舞台を自転車に積んで街頭で

飴などを売って演じていた。このような街頭紙芝居のシステムでは、紙芝居の制作・販売情

報は整備されていなかった。また、何回も貸し出され使いまわされた紙芝居は消耗砧であり、

今日に残されているものは少ないであろうし、残っていても散逸している可能性が高い。残

された作品を整理しようにも全体像が見通せないため分類体系がない。

一方、「日本教育紙芝居協会」が製作・配給した国策紙芝居は、1942年以降に最盛期を迎え、

官庁や翼賛団体にその感化力を高く評価されたことから、国が買い上げて全国に配布するた

め、出版部数は戦前の十倍程にもなった。これら大量に出版された紙芝居作品のほとんどは、

GHQの追及を避けるために焼却・散逸されたとされている。

街頭紙芝居にせよ、国策紙芝居にせよ、消失したものが多い。残存するものも図書館や個

人のコレクションとなっていて、資料情報が十分に発信されず、研究資料として用いたくと

も所蔵|冑報が分からないことには、紙芝居研究に用いることができない。堀田氏は、「我が
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国の図書館が、欧米の図書館学の影響の下に発展したので、固有の文化財産である紙芝居の

評価ができず、収集、整理等についても、いわゆる普通の書物のような待遇を受けられなか

ったことが、現在の状況の大きな原因になっている」と主張している（堀田2014、p.126)。

しかし、少しずつではあるが紙芝居を文化財として見直し、収集と情報公開が進みつつあ

る。2006(平成18)年には、宮城県図書館に所蔵されている街頭紙芝居5652点が、文化庁か

ら登録有形文化財(美術工芸品）に指定された。仙台市内には120人ほどの紙芝居屋がいた

とされているが、最後に残った井上藤吉氏から一括寄贈された街頭紙芝居である。「大衆文

化、児童文化の歴史を実証する意義と、手描き制作である故の資料の価値が認められたもの

です｡」（｢特集紙芝居今ふたたび」パンフレット）戦争に紙芝居が協力活用されたことで、多

くの紙芝居が破棄されてしまったが、現存の街頭紙芝居が保存される道が開かれ、研究資料

の確保、そして街頭紙芝居研究の意義が認められたことになる。

神奈川大学非文字史料研究センターが、戦意高揚紙芝居コレクションを2012年に入手し

て資料整理をし公開研究会を行い、現在デジタルアーカイブ化を進めている。このコレク

ションは、作家、櫻本富雄氏が長年にわたり収集した印刷紙芝居である。「日本教育紙芝居

協会の出版団体であった日本教育画劇から、1941年から1944年の4年間に刊行されたもの

を中心とした241点で構成されている｡」(原田2014、p.364)このコレクションの書誌的情報

は、神奈川大学の図書館蔵書検索OPACから検索が可能な状態となっているとのことである。

さらに、研究資料として役立つための工夫が進められている。それは、コレクションを分類

したその分類の一覧表が提示されているので、クリックすれば分類あるいはキーワードに対

応する作品の耆誌情報にたどりつける仕組みが考えられている（原田2014、p.365)。

先にも述べたように、相澤氏らがたちばな幼稚園所蔵紙芝居406点をデータベース化して

いる。このほかにも、国立国会図書館のリサーチ・ナビの所蔵情報として、名古屋柳城短

期大学図書館は所蔵の紙芝居2175点があらすじから検索ができる所蔵機関として紹介され、

東京都立多摩図書館、大阪府立中央図書館国際児童文学館等も紙芝居の所蔵機関として紹介

されている。

紙芝居のデータベース化、所蔵情報が、全国的な規模で進めば、紙芝居資料へのアクセス

がスムースに出来るようになり、紙芝居作品に関する研究も進むであろう。

(5)手作り紙芝居の可能性と研究

紙芝居に関する取組の今日的な特徴のひとつとして、『手作り紙芝居コンテスト』を挙げる

ことができる。紙芝居は、誰かに演じてもらって観ることが最も一般的であり、演じてみよ

うという思いは、紙芝居を観た経験があってその後で出てくるものだろう。ましてや手作り

紙芝居となると、ほとんどの人に経験がないばかりか、作ってみようなどと自発的に考える

ことは稀だと思われる。

しかし、歴史的には、教育紙芝居活動の先駆者松永健哉や保育学者倉橋惣三は、紙芝居を

作ることの意義を認めている。紙芝居という言葉を書名に入れた一番古い本が、今井よれの

『紙芝居の實際』に先んじて1933(昭和8)年に刊行された、久能龍太郎著『紙芝居の作り方』

である。久能のいう紙芝居は、平絵紙芝居の前身の立絵紙芝居であるが、舞台装置や紙人形
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を作り演じる一連の活動を子どもたち自身によって成し遂げることの意義が述べられている。

1980年（昭和55)年には、神奈川県立図書館等を中心にした主催で「手作り紙芝居コンク

ール」が開始され、運営は、「紙芝居文化推進協議会」に移ったが今日も続いている。また、

1989年には「箕面紙芝居まつり」が開始され、ここでも手作り紙芝居コンクールが実施され

ている。これらのコンクールの実績から、手作り紙芝居コンテストもいろいろな地域に広が

りを見せている。

本学でも2007年から「手づくりキッズ紙芝居」コンテストを実施し9年を経過した。コン

テストの作品から、手作り紙芝居の活用の可能性を探ったところ、紙芝居を作ることが子ど

もの自己表出手段となり、大人が子どもを理解することにつながることが理解できた。

コンテスト入賞作品の検討からは、保育に手作り紙芝居を導入することで5領域の総合的

指導が可能となることや、保育者の実践力の向上にもつながることが理解できた。実際に紙

芝居を作った子どもたちは演じたくなり、紙芝居のごっこ遊びを展開するようになったこと

が、手作り紙芝居を保育に導入している園から報告されている。保育実践に、手作り紙芝居

を導入することの意義は認められているといってよいだろう。手作り紙芝居コンテストが各

地で行われ、手作り紙芝居への関心が高まっているのは、上記のような意義、可能性が認め

られているからだろう。(寶櫛・野崎・小島2012参照）

ラウンドテーブルでも、手作り紙芝居について議論された。子どもが紙芝居を手作りする

ことは自己表出手段であると先に述べたが、石山氏は､｢紙芝居文化史』をまとめた研究成果

から、紙芝居活用の可能性として手作り紙芝居は臨床心理学との関連から紙芝居機能の活用

拡大にもなると述べられた。

保育実践の場でも保育者養成課程でも、紙芝居作りはほとんど実施されていないことが、

野崎真琴氏らの調査で確認されている。この理由として、紙芝居作りの保育の場での教育的

効果を認めている（奥2008参照）奥美佐子氏のラウンドテーブルでの示唆は興味深いもので

あった。保育現場で幼児が紙芝居を作る活動は、絵本と比較すると分が悪いというのである。

紙芝居は絵が語るものであり、1枚の絵が切り替わり場面が展開するため、子どもにとって

は時系列をイメージさせない形状だからという理由である。幼児の場合は描かれた絵を保育

者がつなぐ、役割を果たさないと、1枚1枚の絵が独立した絵になって、物語が成立しない可

能性もあると説明された。保育の場で紙芝居を子どもに作らせるためには、保育方法を工夫

する必要があるということになる。

手作り紙芝居は、メディアとしての紙芝居の可能性を探る研究課題である。先行研究

として、タラ・マックガワン著"'I11eK3mishibaiClassroom''第5章ThePersonalStoryor

"Memoir"は示唆するところが大きいと考える。

(6)老人介護と紙芝居

ラウンドテーブルで堀田氏から、高齢者向け紙芝居の商業的成功について報告がなされた。

印刷紙芝居の出版は、1980年代には年間100点を超えていたが2000年代になると50点前後

まで減少して衰退傾向にあった。出版社も童心社、教育画劇など数社に限られてしまった。

ところが、老人介護現場で紙芝居が使われ始めており、高齢者介護のための紙芝居が出版さ
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れ、現在18点刊行されているということである。そして、この高齢者向けの紙芝居は、利

用者の老人から聞き取りをし、その人の人生を紙芝居に仕立てて誕生日に上演しプレゼント

するという、あるデイケアーセンターでの実践にヒントを得た紙芝居で、情報やノウハウを

伝える紙芝居ではないことが成功につながったとのことである。(堀田2014、p.133)

保育実践の場での手作り紙芝居が、子ども理解につながり大人と子どものかかわりを育ん

だように、介護される老人の人生を紙芝居にするう°ロセス、そしてそれを上演することが介

護される高齢者の人となりを理解することになり、介護者と高齢者の人間関係の構築につな

がるといってよいであろう。子ども向け紙芝居と老人向け紙芝居を作品、活用とその効果等

に関して比較検討することは、紙芝居のメディア性の研究の課題である。

4．おわりに

紙芝居に関する研究を始めようと考えた2005年当時、紙芝居研究が学会であまり発表さ

れていなため関係学会を探すことに苦労した経験から、まず、紙芝居の歴史を概観すること

で、紙芝居とは何かについてある程度の共通理解を促し、そして、その歴史にこそ、紙芝居

を学的扱いから遠ざけ研究対象としてみなさない原因があることをこれまでの研究成果をも

とに解説した。そして、ラウンドテーブルでの情報交換の成果に、これまでの筆者らが実施

してきた研究を重ね合わせることで、紙芝居の活用とその研究の現状、課題について論じた。

『紙芝居文化史』が刊行され、雑誌『教育紙芝居』、『紙芝居』が復刻し紙芝居研究の基盤が整

ってきたこと、紙芝居研究がアメリカでは高い水準のものとなっていること、日本でも、紙

芝居が文化財として見直され作品収集と情報処理が進んでいること、手作り紙芝居の意義や

可能性とその研究について、かつて街頭紙芝居に魅せられた子どもたちが高齢者となった今

日、紙芝居は介護紙芝居としても活用され、新たな研究課題としても考えられることを述べ

てきた。紙芝居研究についての情報提供となり、紙芝居研究や議論の糸口となれば幸いであ

る。

メディアとしての紙芝居という場合、戦時下において戦争のプロパガンダとなった紙芝居

を指すことが一般的になっているきらいがある。脚本が重視され、演じ手は脚本に忠実に語

ることを要求され、国策紙芝居はメッセージを載せる道具としてのメディアとして機能した。

しかし、メディアという言葉を、単にメッセージを載せる道具として考えることなく、人々

の間にあってそこに作用するものと考えると、その時代なりに、その社会なりに、紙芝居は

人々の間に作用し、良くも悪くも生きる力や、活力を生み出して来たことが、その歴史から

見て取れる。

現代のIT社会において、何が人々を紙芝居に引きつけるのか。それは、M.マクルーハン

の言葉を借りれば、紙芝居が「冷たいメディア」であるからに他ならないのではないだろう

か。マクルーハンは、『メディア論』の中で、「熱い(hoot)メディア」と「冷たい(cool)メデ

ィア」という対概念で、メディアを分析している（マクルーハンpp.23-34)。彼は、「熱いメデ

ィア」とは、単一感覚を「高精度」で拡張するメディアであるとし、「冷たいメディア」とは、

その反対に、感覚に与えられる情報量が少ないために、受容者の参与性、補完性の高いメデ
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イアを指すといっている。紙芝居は、この分類からいえば、参与性の高さゆえに、「冷たい

メディア」といえるのではないだろうか。紙芝居は絵と物語と演じ手により構成され、そこ

に観客が参与することにより成り立つものである。コミュニケーションシールが発達した現

代社会において、参与性の高い「冷たいメディア」としての紙芝居が、再評価されていると

いうことだろう。

広義のメディアとしての紙芝居の研究を発展させていきたいと考える。アブ｡ローチの仕方

は、①保育と紙芝居、②高齢者介護と紙芝居、③日本文化としての紙芝居、④子どもの文化

としての紙芝居、⑤｢メディア」としての紙芝居(絵本・映画・アニメなどとの比較)⑥文化

財としての作品評価、等々多様である。

このように、紙芝居研究は多岐の分野にわり、全体像がつかみにくいため、研究者間の有

機的な交流が求められる。日本子ども社会学会は、子どもの文化を始めとした、子ども社会

の研究、子どもに関する社会学的研究等、学際的な研究の交流の場を提供する学会である。

本学会に、紙芝居研究を発展させる上で貴重な学会として機能することを期待したい。
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