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要　旨

　日本教育紙芝居協会は紙芝居を通した文化貢献を目的として1938年（昭和13）年に設立された組織で

ある。紙芝居の制作、普及・啓蒙活動、研究調査を３つの柱として事業を展開し、俗悪、非教育的と批

判された街頭紙芝居の印象を払拭してきた。1940（昭和15）年、その日本教育紙芝居協会から「保育紙

芝居」が発行されている。協会では、それまでも倉橋惣三を顧問とする幼児紙芝居研究会を中心に幼児

紙芝居の研究・制作にとりくんでおり、すでに30を超える幼児紙芝居が活用されていた。「保育紙芝居」

はどのような意図をもって刊行されたのだろうか。保育や「保育紙芝居」をめぐる言説から、「保育紙芝居」

がめざしたものや、保育のなかでどのように使われることを求めていたのかについて明らかにしていく。
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1．はじめに

（１）問題の所在
　日本教育紙芝居協会は、1938（昭和13）年７月、
紙芝居を通した文化貢献を目的として松永健哉らに
よって創設された組織である。紙芝居の制作、紙芝
居の普及・啓蒙活動、研究調査を３つの柱として事
業を展開し、低劣、俗悪、卑猥、残忍、非教育的等々
と批判された街頭紙芝居の印象を払拭し、保育現場
における紙芝居の普及においても大きな役割を果た
したといえる１。紙芝居の制作は「国策紙芝居」、「教
材紙芝居」、「幼兒紙芝居」の３ジャンルごとに行わ
れたが、幼児紙芝居は倉橋惣三を顧問とする幼児紙

芝居研究会を中心に、熱心に研究および制作が進め
られた。保育者や研究者、実作者らが参加した研究
会では、毎回紙芝居の実演が組み込まれ、子どもの
反応調査をはじめ、脚本や絵画を含む作品批評、実
演の仕方や研究方法の議論等が行われている。理
論と実践の往還のなかで、新たな幼児紙芝居が制作
されていたのである。
　さて、保育における紙芝居を考えていく上で、着
目したいのが、日本教育紙芝居協会が1940（昭和
15）年に発行した「保育紙芝居」である。協会発足
以来、幼児紙芝居は着実に作品数を増やし、1940（昭
和15）年の機関誌『教育紙芝居』第３巻第７号には、
33作品が貸出目録に掲載されている。すでに幼児紙
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芝居が刊行され､ 全国の会員に貸出しや頒布、幼稚
園や保育所への訪問実演なども行われていたにもか
かわらず、あえて「保育」と冠した「保育紙芝居」
を刊行した意図はなんだったのだろうか。「保育紙芝
居」とは、幼児紙芝居と何が異なっていたのだろう
か。「保育紙芝居」の「保育」紙芝居たるゆえんを探っ
ていくことは、昭和10年代の保育の在り方や、保育
教材としての紙芝居を考えていく上で、多くの示唆
を与えてくれるのではないだろうか。
　したがって、本論では、「保育紙芝居」が誕生し
た背景や、「保育紙芝居」のめざしたもの、また、
保育の中でどのように使われ、保育教材として何を
求めていたのかについて明らかにすることを目的と
する。

（2）研究方法
　この当時の紙芝居作品は、現存の確認ができない
ものが多い。並行して作品調査も行っているが、本
論では日本教育紙芝居協会の機関誌『教育紙芝居』

（1942年の第５巻第１号より『紙芝居』と改題）を中
心に、「保育紙芝居」や保育に関する言説を収集・
分析することによって「保育紙芝居」について明ら
かにしていきたい。

２．「保育紙芝居」の誕生背景

（１）「保育紙芝居」の概要と特徴
　雑誌『教育紙芝居』で確認できる範囲において、

「保育紙芝居」は1940（昭和15）年10月、６作品
１組で刊行されたのを初めとして、翌年1941（昭和
16）年春に第２輯、秋に第３輯、そして３年の空白
後、1944（昭和19）年４月に第４輯が刊行されてい
る。いずれも６作、あるいは５作でのセット販売で
あり、分売は不可になっている。それぞれ、長さの
異なる作品が組み合わされており、第１輯は10枚か
ら22枚の作品で構成され、送料込みで10円である。
　日本教育紙芝居協会の幼児紙芝居が、16枚の作
品で２円60銭、23枚の作品で３円50銭ほどで頒布
されてきたことを考えると、６作セットで10円とい

うのは、確かに広告欄にあるように「保育紙芝居　
農繁期託兒所・幼稚園へサービス」２であったのだ
と思われる。ちなみに、昭和15年当時、お米10キロ
が３円、教員の初任給が50円ほどであった。紙芝居
が、現代ほど安価なものではなかったことがわかる。
　「保育紙芝居」作品は以下の表の通りである。頒
布のお知らせが掲載された巻号（何度か掲載されて
いるものは最初に掲載された巻号）と、刊行年が明
記されているものは記載した。また、作品タイトル
の後ろに作品の枚数を記した。

表　「保育紙芝居」作品一覧
発行・掲載年月 作品タイトル（枚数）

保育紙芝居
特輯
1940年10月刊

第３巻第９号
（1940年９月）

・トホメガネ（13枚）
・アシノクキ（16枚）
・カカシノクンシヨウ（17枚）
・赤イ花ト青イ海（22枚）
・子供のニユース（10枚）
・カラダヲツヨク（14枚）　
　（６作１組10円発送共）

保育紙芝居
第二輯

第４巻第４号
（1941年４月）

・キシヤゴッコ（21枚）
・シロイウサギ、クロイウサギ（15
枚）
・カクレンボ（16枚）
・つばめ（20枚）
・コネコチヤンのお日傘（20枚）
・お山のお正月（20枚）
　　　　（６作１組10円送料共）

秋の保育紙芝居
第三輯
1941年９月刊

第４巻第８号
（1941年８月）

・オトギ列車（寫眞紙芝居）
・コザルノキョクゲイ（17枚）
・ヒヨコノトモダチダレトダレ（17
枚）
・オ山ノトナリ組（17枚）
・新ちゃんと赤とんぼ（17枚）
　　　　（５作１組８円送料共）

保育紙芝居
第四輯
1944年４月刊

第7巻第3号
（1944月３月）

・ヘイタイゴッコ（12枚）
・ドウブツ大会（12枚）
・イナバノ兎（16枚）
・赤いまり（20枚）
・マサヲサンノユメ（20枚）
　（５作１組10円、送料90銭）

　「保育紙芝居」の頒布にあたって、その趣旨が次の
ように述べられている。（下線は筆者による）
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　　 　子供の心理に即して凡ゆる素材を取上げ、興
味ある中に直截簡明に確かな知識を與へ、豊か
な感情を培つて行く紙芝居が而も、いつ、どこ
でも、誰にでも、すぐ取扱へるといふ性格と機
能を持つてゐることは已に周知のことであり保
育の新教具としてなくてはならならぬものにな
つて来ました。然しこれだけ勝れたものである
事が知られつ もゝよりよき作品が豊富に、供給
され得ないところになやみがあると思ひます。

　　 　之が為に本會では特に保育研究部に於いて
實地に即し凡ゆる角度から研究を進め理論的活
動と作品供進につとめて来て居りますが、今回
左記要項により特に新作品の特別頒布を致すこ
とになりました。

　　 　従来要望の聲の高かつた幼稚園、保育所の
方々のご期待のそひ得るものと信じて居ります。
殊に今春以来、多數作品の供給を申し込まれて
ゐました農繁季節保育所では今秋は是非御利
用下さる様に切望致します。３

　　
　紙芝居が保育の新教具としてなくてはならないも
のになってきているにも関わらず、良い作品が十分
に供給されない現状を踏まえ、従来要望の高かった
幼稚園や保育所のために特別頒布を行うことにした
というのである。ここでいう研究と制作につとめて
きた保育研究部というのは、メンバーが重複してい
ることから、前出の幼児紙芝居研究会から発展した
もの、あるいは名称を変更したものであると思われ
る。
　「保育紙芝居」は、作品テーマを明示し、取り扱
いの栞等を添付することによって、紙芝居を初めて
使う人でも、戸惑うことなく適切に使うことができる
ような配慮がされている。たとえば「みんな一緒に
仲よくしませう」４、「子供達に衛生思想を與へ清潔
を守ることを徹底させる。また折紙指導をも含んで
ゐる問答體の作」５といったテーマや内容が明確に
示され、保育のどのような場面で用いたらよいのか
がイメージしやすくなっている。併せて１輯では「保

育ト紙芝居其取扱方」という栞が添付され、２、３
輯においては、「紙芝居を初めての方にも直ぐ取扱
へる様に各作品に詳細な説明と取扱ひ上の注意を記
入してあります」６、「何時、何處でも、誰にでも最
も適切に取扱はれる様に綿密な究研メモと取扱の手
引が各作品に明記してあります」７と記されている。
どのような取り扱いの注意が書かれていたかについ
ては確認できていないが、ここからも、初めて紙芝
居を使う人を意識し、一つ一つの作品が適切に取り
扱われるように、細心の配慮をしていたことがわか
る。４輯では、そうした言説は確認できないが、同
様の配慮がされていたのではないかと思われる。
　「保育紙芝居」第１輯が刊行された翌年の1941（昭
和16）年４月26日、「保育と紙芝居」研究会が、東
京女子高等師範学校附属幼稚園において開催されて
いる。約50名の保育者が参集した研究会報告の中
で「来會者の約半數が、まだ紙芝居の實際に就いて
知らないので」８という記述があることから、この時
期、紙芝居に対する偏見が払拭され、まさに紙芝居
が保育の「新教具」として着目され、導入されつつ
あったのではないかと思われる。

（２）誕生の背景
　では、なぜ紙芝居が保育の「新教具」として着目
され、「保育紙芝居」のシリーズが刊行されるにいたっ
たのだろうか。
　「子供達が絶對的に紙芝居をよろこぶといふ事實
から保育と紙芝居の交渉が始まります」９という言葉
が示すように、紙芝居が子どもたちにとって魅力的
な文化財であったことは間違いない。しかし、「保育
紙芝居」刊行の背景には、もう少し逼迫した要因が
あったと思われる。戦時下における国民総動員体制
のため、農繁期保育所が急激に増加したことである。
　昭和前期は、幼稚園も、また常設の保育所も普及
拡大していった時期である。『日本幼児保育史』に
よると、昭和初期に1,000ほどだった幼稚園数は昭和
12年には2,000を超え、同じく昭和初期には300に満
たなかった保育所（託児所）も昭和15年には1,500
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を超えている。しかし、農繁期保育所の増加はそれ
らをはるかにしのぐほど急激であった。1930（昭和
５）年に2,519カ所だった農繁期保育所が、1940（昭
和15）年には２万2,758カ所にもなっている10。
　そうした状況の中で大きな問題になっていたのが
農繁期保育所の人手不足であり、保育技術の未熟さ
である。保育の経験がないのはもちろん、子どもと
接する経験の乏しい人が保育にあたる場合も多く、
保育の質の向上は喫緊の課題だったのである。幼稚
園に通う子どもたちとは異なり、集団生活の経験も
ほとんどなく、年齢もばらばらな子どもたちを、しか
も教材や設備も整っていない場所で、春と秋の限ら
れた期間だけ集めて保育することは、かなりの困難
があったことは想像できる。そうしたなかにあって、
大きな役割を果たしたのが、紙芝居である。
　倉橋惣三は次のように述べている。「この保育紙
芝居が、先づ第一に役に立たうとしてゐるのは、農
繁期託兒所だといふことです。その農繁期託兒所こ
そは、それこそ一切がてつとりばやいものでなけれ
ば用をなしません。月を重ねて、ゆつくりと親しむ
暇もなく、年を重ねて、しんみりと導くこともむづか
しいのが、此の仕事の特色です。その時、この紙芝
居が、どんなに便利有効なことでせう」11。幼稚園
や常設の保育所のように、時間をかけて子どもとの
関係性をつくっていくのではなく、長くても２週間か
20日、短いときには１週間か４､ ５日で閉じられる
農繁期保育所にとって、子どもをいっきにひきつけ
る紙芝居は大きな力となったのである。
　実際、「経費の低廉、施設に於て簡單、技術に於
て簡易、而も保育効果に於て卓越せる機能」をもっ
た「保育紙芝居」は、「從來見る事の出來なかつた
保育教具として保育に馴れない人に極めて大きな助
力をし、子供達に興味深く與へながら的確な生活指
導、精操陶冶をなし得た」12のである。紙芝居があ
るために保育所の出席率がよくなったという報告も
寄せられている。
　「保育紙芝居」を実演した農繁期保育所からは、
子どもたちが喜んだ様子や詳細な感想が寄せられて

いる。
・カカシノクンショウが最も子供に好かれまし

た。（高知県　平井良澄）

・青い海、遠眼鏡　健康的なストーリー、ゆが
められた部分がなく伸び とゝした氣分に富み
特にこの邊に親しみ深い、蟹を主人公とし
て又その心理状態は同年位の所為か共鳴深
し。母に花を捧げるといふやさしい心情が教
育的でよいと思ひました。

 かゝし　實生活を取材したせいか一寸説明
的すぎる憾みもあるが勲章をもらふ點年長組
（七歳）兒の男子に大好評と思はれた。

 （清水市　中川佐惠子）13

　好評を博した「保育紙芝居」は、続けて1941（昭
和16）年度春用、秋用が制作・刊行されたが、２輯
は『教育紙芝居』誌上で、「昭和十六年度春農繁季
節保育所用「保育紙芝居」」と書かれていることから、
農繁期保育所により焦点化したことがわかる。しか
し、保育は農繁期保育所だけでおこなわれているわ
けではない。会員あるいは幼稚園・保育施設から、
どのような意見がだされたのかは紙面上では明らか
ではないが、同年秋に刊行された「保育紙芝居」に
おいては、「今回は廣く幼兒一般を對象としましたか
ら、幼稚園、保育所等何れに於ても適切に取り扱ひ
得るものであります」14と記されている。「保育紙芝
居」が、農繁期保育所だけでなく、広く幼稚園や常
設保育所においても、活用されていた状況をうかが
い知ることができる。

（３）都会と田舎の文化的背景の相違
　第２輯で、なぜあえて「農繁季節保育所用「保育
紙芝居」」と銘打ったのか。これは、「保育紙芝居」
の制作が、なによりも農繁期保育所を強く意識して
いたことを裏付けるものであり、田舎の子どもたち
向けに、都会と田舎の文化的背景の相違にも配慮し
て制作されたものだったといえるのではないだろう
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か。
　理論と実践を往還しながら紙芝居の制作を行って
いた日本教育紙芝居協会は、全国の会員からの実演
報告を大切にしていた。その実演報告のなかで、た
びたび寄せられていたのが、都市と農村の文化的背
景の差異についてである。
　次にあげるのは、協会発行の「国策紙芝居」を実
演した会員からの報告である。

 ・ 「赤ちやん」其の他を實演させて頂きました。
（中略）此の上の慾を言へば、も少し農村向に
出来たら、農村に於てはより以上効果的ぢゃな
いかと思ひます。（京都市兒童院　阿部雅子）

 ・ 一般を通じて良いと思ひますが、田舎には少
しむづかしい様に思はれました。（石川縣　田
中きくゑ）

 ・ 「いゝ子になつた春子ちやん」都會の子供さ
ん達にはほんとうによい紙芝居だと思ひますが、
田舎の子供達には少しむづかしい様に思ひまし
た」（新潟縣東頸城郡安塚村板尾　石野キミ）15

　ここからもわかるように､ この当時、都市と農村
では、生活環境や文化的背景がかなり異なっていた。
都会の子どもにとってはよいだろうが、田舎の子ど
もには理解できない、難しいといった声がたびたび
寄せられている。
　「保育紙芝居」第１輯の作品のあらすじをみると、
森や山奥にすむサル、蟹、クマなどの擬人化された
動物が主人公のものが多く、「カカシノクンショウ」
で活躍するのは村の子どもたちである。こうした物
語の設定は、文化的な違いを感じさせず、幼い子な
ら誰でもが楽しめるような配慮だったのではないだ
ろうか。それは前述した「この邊に親しみ深い、蟹
を主人公」としていて「共鳴深し」という実演者か
らの報告や、「カカシノクンショウ」の評価の高さに
も表れている。

　「保育紙芝居」の半数以上を手がけ、自ら農繁期
保育所に参加してきた川崎大治は、農繁期保育所
で用いる紙芝居の制作について次のように述べてい
る。

農繁期保育所に用ひる紙芝居を作る場合には、
先づ第一にそこに集る幼兒の環境的に特殊な心
性、理解力、興味、性格等々とらへることが大
切になつてくるのである。彼等の持つ心性の素
朴さ、性格の強靱さ、働きのある例の太い行動、
自然や動物に親しむ心、生産に對する敏感さ。
それ等は、農村といふ環境が、幼兒を育てた特
色ある性格である。更に、彼らの自然や生活に
對する理解力や、文化の程度及び消化力などを
知らねばならない。さういふものゝ中から、農
村兒童の共通的な特徴を把握する。普遍的で
且、基本的なものを見出す。それを製作の拠り
どころとする。この拠りどころは、紙芝居に限
らず、農村兒童を對象とする一切の藝術に共通
のものである。16

　川崎は、この「拠りどころ」をもつことが、作家
だけでなく、画家にとっても「作品以前の前提條件」
であるといい、作家も画家も「たえず農村の現場の
中へ入つて、兒童と共に生活することが、研究と同
時に必要」17なのだと主張する。こうした絶え間な
い努力と、真摯な態度、深い部分での子ども理解が、

「保育紙芝居」の創作の基盤となっているのがわか
る。

３．「保育紙芝居」がめざしたもの

（１）農村の子どもたちの文化・生活の向上
　農繁期保育所の子どもたちを、強く意識してつく
られた「保育紙芝居」は、こうした都会と田舎の差
異に配慮した制作を行い、さらに文化に乏しい田舎
の子どもたちの生活を向上させ、精神生活を豊かに
しようとする目的をもっていたと思われる。
　「保育紙芝居」第２輯を刊行するにあたって、次
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のように述べられている。「童話、ラヂオ、繪本、更
に映画さへも過ぎる様に與へられてゐる都市の子供
に引かへて、あまりにも乏しい生活にある農村の子
供達の生活をより高く、より豊かなものにする文化
財であります」18。だからこそ、農繁期保育所にお
ける「紙芝居」は「教具」なのだ。
　川崎は「農繁期保育所に於ける紙芝居は教具で
ある。まことに樂しい教具である」という。そして、「若
し優れたものを撰ぶならば、それは單に子供達を喜
ばせ、健康な情操を養ふだけでなく、言葉の訓練に
も役立ち、観察の材料ともなり、子供達を廣い豊な
世界に發展させ、彼らの生活に強靱な指導性を與へ
るであらう」19と、教具としての紙芝居の可能性に
言及している。
　しかし、実際のところ、「現在用いられてゐる目的
は、保育のための樂しい教具としてよりは、殆んど
全部が、娯樂用として用ひてゐる」20と、教具とし
てではなく、子どもを喜ばせるための道具、娯楽用
として使われていることを批判している。

（２）教具としての「多方的取り扱い」「総合的な取
り扱い」

　では、「保育紙芝居」は保育の中でどのように使
われることを目指していたのだろうか。「保育紙芝居」
刊行後、日本教育紙芝居協会は、「保育と紙芝居研
究会」を日本幼稚園協会と協同主催で連続して行う
など、保育における紙芝居とは何か、保育の教具と
しての紙芝居の在り方、用い方などの研究会を、現
職保育者とともにおこなっている。さまざまな言説
からは、「系統性」「多方的取り扱い」「総合的な取
り扱い」といった言葉がキーワードとして出てくる。
　砥上種樹は、「紙芝居の教育的價値は今更申す迄
もなく悉知のことでありますが、觀せ與へることだ
けでは其の目的の半にすぎないと思はれます」21と、
見るだけでは紙芝居の教育的価値はその目的の半分
にすぎないと述べている。また、川崎大治も「切角
備へた文化材を、充分に保育のなかに生かしきると
いふ工夫については、まだ大さうおろそかにされて

ゐる。ひどいところになると、この標準演出といふ
のを、たつた一回やつただけで、後はもう、うつち
やらかしといふ處も少くない」22と批判している。こ
こで川崎がいっている「標準演出」というのは、紙
芝居をごく普通に読んでいくことをさしている。「保
育紙芝居」はただ一回読んで終わりというものでは
ないという主張がいたるところにみられる。保育の
中においては「實に多種多様なやり方がある」23の
だというのである。
　砥上種樹も同様に紙芝居を教具として扱う場合に
は「一つの紙芝居作品を何べんも取扱ふことが考へ
られてゐなければなりません」24、あるいは「適切な
系統案の下に」「十二分の腹案をもつて與へられな
ければなりません」と、「多方的取扱い」25をするべ
きだと推奨している。
　では、その「多方的取り扱い」とは何か。たとえ
ば､ 砥上は次のようにいう。

一度實演しまして、次の機會に問答をし繪や話
の印象をきく、･･･（中略）そして更に紙芝居實
演を致します。又、一つの場面を體的表現（表
情、身振り、或は全身運動をする）によつて舞
踊的、體操的行動をさせたり劇化させたり致し
ます。又、描いたり工作させたりする方面へも
發展させることもあります。唱歌や、言葉の練
習に用ひることがあります。例へば「兎さんが
どんなに云つたの、お猿さんは？」「皆がどんな
にして夕やけ小やけの歌をうたつたでせう」等
と其の會話や歌を實習させる等其の取扱ひは無
限であります。26

　また、砥上峰次は、保育者あるいは子どもたちと
共に紙芝居を作ることも推奨している。

出来上がつた紙芝居を只見せるのでなく、繪本
を利用したり、地方的なものを材料として保姆
さんが紙芝居を創り又村の有志によいものを創
つて貰つて見せることや、子供に葉つぱや切紙
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で紙芝居を作らせて見ても面白い結果が得られ
ます。こんなにすることによつて、觀察も手技
も唱歌も談話も遊びも綜合的に行はれて子供達
は毎日楽しい生活の中により高い生活へと導か
れていくのであります。27

　紙芝居を見て楽しんだ後、子どもたち同士で語り
合ったり、作品にウサギが登場してきたら、ウサギ
を折り紙で折ったり、葉っぱなどを使って貼り絵に
したり、あるいは踊りや歌をつけたり、劇遊びに発
展させたりするなど、「多方的取り扱い」とは、観察
も手技も唱歌も談話も遊びも含め、紙芝居を中心に
総合的に遊びが展開されることであることがわかる。
　紙芝居という与えられた文化財を農繁期保育所
の子どもたちが、自分たちの生活の中にとりいれ、
自分たちのものにしていく様子を川崎は次のように
語っている。

發表能力に缼けてゐると言はれる農村の子供
が、紙芝居を、自分の生活の中に取り入れて､
友達にし、遊び道具にし、皆んなでその世界に
溶け込む喜びを味はひ、しまいには、紙芝居の
繪を見ないで、二人も三人もの子供が、紙芝居
のお話を、今度は口演童話で、やるといふやう
な處へまでも、發展していった事も幾度かあっ
た。
　そればかりか「カカシノクンショウ」の後では、
こちらが言ひもしないのに、子供たちが協力し
て、案山子を作り「わつしょいわつしょい」と
遊ぶ風景さへも見られたのである。私達は、紙
芝居をただやつてみせるといふだけでなく、彼
らの自主性を尊重するといふ點についても、充
分考慮しなければならないのである。28

　子どもたちがお話を覚えて語り、紙芝居の作品世
界に触発されて、自ら案山子をつくって遊ぶ様子が
述べられている。そこでは、ただ与えられるだけで
なく、子どもたち自らが自分たちの文化をつくって

いく様子が見られる。
　野崎真琴ら（2012）の調査によると、現在、保育
において紙芝居は、帰りの会や昼食後、あるいは活
動と活動の間といった隙間の時間に読まれることが
多い29。戦前の保育のなかにおいては、「保育紙芝
居」はあくまでも教具として、紙芝居を中心として
子どもたちの生活全体へ活動がつながり、広がって
いくことをめざしていたのがうかがわれる。まさに、
保育の中心的な位置に紙芝居がおかれていたのであ
る。

４．おわりに

　ここまでみてきたように「保育紙芝居」は、農繁
期保育所の増加に伴う、人手不足や保育の質の向上
という切迫した課題に応える形で誕生してきた。し
かし、それは日本教育紙芝居協会が設立当初から、
幼児のための紙芝居とは何か、幼児にとってふさわ
しい紙芝居とは何かを、理論と実践の往還のなかで
追究してきた基盤があってこそ可能になったのだと
思われる。川崎がいうように、農繁期保育所での成
果は、「幼兒紙芝居の確立に、實に困難な道を歩み
つづけて来た」努力の中から生まれ出たものであり、

「製作された文化材としての幼兒紙芝居を、常に現
場の中に持ちこみ、協會の主腦者も、作家も、畫家
も、温い協力のもとに奮闘をつヾけて来た」30からこ
そであった。
　「保育紙芝居」は、農村の子どもたちの性格や理
解力、興味･関心等を深く理解したうえで、季節等
への配慮をはじめ、明確なテーマや系統性をもって
構成されていた。単に子どもをひきつけるための道
具ではなく、保育の教具として子どもたちの生活を
向上させ、精神生活を豊かにしようとする目的をもっ
ていたのである。
　さらに「保育紙芝居」が刊行されたことによって、
保育と紙芝居の結びつきがより強固なものになって
いった。「保育紙芝居」第１輯刊行の翌年、1941（昭
和16）年に、「保育と紙芝居」研究会が開催され、
初回50名、２回目には約150名の幼稚園教諭が出席
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している。紙芝居が保育の「教具」として保育者は
じめ、子どもに関わる多くの人に注目され、保育教
材としての紙芝居の研究がいっそう推進されること
になったといえる。この当時、さまざまな言説のな
かに「多方的取り扱い」「総合的な取り扱い」という
言葉がみられるように、「保育紙芝居」を中心として、
観察や手技、唱歌や談話や遊びなどが総合的に展
開されることが提唱されている。「保育紙芝居」を中
心とした質の高い保育が目指されていたのである。
　現在の保育の中で、ここまで紙芝居を多面的に扱
う実践は少ないだろう。読んで楽しむことはしても、
それを保育の中で展開することまで意図しないこと
の方が多いのではないだろうか。砥上種樹の言葉を
借りれば、「觀せ與へることだけでは其の目的の半に
すぎない」31だろう。紙芝居という文化財の価値や
可能性を、現在の私たちは、もう一度、見つめ直す
必要があるのではないだろうか。今後の課題として、
可能な限り作品の発見に努め、作品自体の検証と、
この時代の他の幼児向き作品との比較を通して、「保
育紙芝居」の特質をより明らかにしていきたいと考
える。

１　詳しくは拙稿「幼児紙芝居の普及における二つの研
究会が果たした役割」（『東京未来大学研究紀要』10号、
2017）等、参照のこと。

２　広告欄（1940）「保育紙芝居」『教育紙芝居』第3巻
第9号、ｐ.5

３　［無署名］（1940）「保育紙芝居特別頒布について」『教
育紙芝居』第3巻第9号、p.24

４　広告欄（1940）前掲書、ｐ.5
５　［無記名］（1941）「第二輯　保育紙芝居」『教育紙芝

居』第4巻第4号、ｐ.25
６　［無記名］（1941）「第二輯　保育紙芝居」前掲書、ｐ.25
７　［無記名］（1941）「秋の保育紙芝居」『教育紙芝居』

第4巻第11号、ｐ.6
８　［無署名］（1941）「『保育と紙芝居』研究會」『教育

紙芝居』第4巻第5号、ｐ.27
９　［無署名］（1940）「保育紙芝居特別頒布について」

前掲書、p.24
10　宍戸健夫（1971）「昭和前期の託児所の普及」『日本

幼児保育史』第4巻
11　倉橋惣三（1941）「保育紙芝居をおすゝめします」『保

育と紙芝居』ｐ.12　『保育と紙芝居』には発行年が記
載されていない。しかし、本文内で「保育紙芝居」第
3輯を紹介していることから、1941年の発行だと思わ
れる。

12　［無記名］（1941）「第二輯　保育紙芝居」前掲書、ｐ.24
13　平井良澄、中川佐惠子（1940）「保育紙芝居實演報告」
『教育紙芝居』第3巻第12号、ｐ.19

14　［無記名］（1941）「秋の保育紙芝居」前掲書、ｐ.6
15　阿部雅子、田中きくゑ、石野キミ（1941）「紙芝居

實演感想一束」『教育紙芝居』第4巻第7号、pp.27-28
16　川崎大治（1941）「農繁期保育所に於ける紙芝居利

用の實際」『教育紙芝居』第4巻第4号、pp.10-11
17　川崎大治（1941）「農繁期保育所に於ける紙芝居利

用の實際」、前掲書、p .11
18　［無記名］（1941）「第二輯　保育紙芝居」前掲書、ｐ.25
19　川崎大治（1941）「農繁期保育所に於ける紙芝居利

用の實際」前掲書、ｐ.10
20　川崎大治（1941）「農繁期保育所に於ける紙芝居利

用の實際」前掲書、ｐ.8
21　砥上種樹（1941）「與へる紙芝居と作らせる紙芝居

の關係並に其の保育の實際」『教育紙芝居』第4巻第7
号、ｐ.15

22　川崎大治（1942）「農繁期保育所と紙芝居−特に保
育技術としての多種多彩な活用面について」『紙芝居』
第5巻第3号、ｐ.8　　　　

23　川崎大治（1942）「農繁期保育所と紙芝居−特に保
育技術としての多種多彩な活用面について」前掲書、
ｐ.9

24　砥上種樹（1941）「保育紙芝居の取扱ひの實際」『教
育紙芝居』第4巻第6号、ｐ.5

25　砥上種樹（1942）「幼兒紙芝居の問題」『紙芝居』第
5巻第3号、pp.4-5

26　砥上種樹（1941）「保育紙芝居の取扱ひの實際」前
掲書、ｐ.5

27　砥上峰次（1941）『保育と紙芝居』、ｐ.9
28　川崎大治（1942）「農繁期保育所と紙芝居−特に保

育技術としての多種多彩な活用面について」前掲書、
ｐ.10

29　野崎真琴、小島千恵子、鬢櫛久美子、水落洋志（2012）
「紙芝居に関する保育者の意識と活用状況」『名古屋柳
城短期大学研究紀要』34号

日本教育紙芝居協会「保育紙芝居」がめざしたもの
佐々木由美子

− 94 −



30　川崎大治（1942）「農繁期保育所と紙芝居−特に保
育技術としての多種多彩な活用面について」前掲書、
ｐ.7

31　砥上種樹（1941）「與へる紙芝居と作らせる紙芝居
の關係並に其の保育の實際」前掲書、ｐ.15

（ささき　ゆみこ）
【受理日　2017年10月25日】

東京未来大学研究紀要  Vol.11　2017.12

− 95 −


