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要約 

現在、多くの幼稚園・保育所で日常的に活用されている紙芝居は、昭和初期におこった街頭紙芝居を

もとに、保育教材として発展したものである。「低俗」「教育に害がある」等と批判されていた街頭紙芝

居が、保育に活用されるようになったのはいつ頃からだったのだろうか。また、保育者は紙芝居をどの

ようにとらえていたのだろうか。多くの言説では昭和7、8年頃に保育現場に普及したとされているが、

これら保育における紙芝居をめぐる言説を整理、検討し、導入時期および紙芝居観を再検討した。 
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1．はじめに 

現在、多くの幼稚園・保育所で日常的に活用されている紙芝居は、昭和期に人気を博した街頭紙芝居

をもとに保育教材として発展したものである。もともと紙芝居とは、「紙人形芝居」が縮まって紙芝居と

なったといわれるように、竹串につけた紙人形を舞台上で動かして演じる「立絵（たちえ）」といわれる

大衆芸能をさした。明治30年代、小屋かけ興業が不振になったために、小型舞台を担いで街頭に出て、

見料の代わりに飴などの駄菓子を売る形になったといわれている 1。 

現在のような一枚の紙に登場人物や背景を描いた「平絵（ひらえ）」といわれる紙芝居が誕生したの

は、1930（昭和5）年のことである。平絵紙芝居は、演者一人ですべての台詞を覚え、複数の紙人形を

巧みに動かしながら芝居をする立絵紙芝居に比べて、比較的簡単に演じられるうえに 2、同年11月に制

作された「黄金バット」が子どもたちの絶大な人気を集めたことにより、全国へと広がっていく。東京

市社会局の『紙芝居に関する調査』（1935）によると、1933（昭和 8）年には東京全域で 2000 人もの

紙芝居屋が存在し、1日に60万から100万人の子どもたちと接していたという 3。 

子どもたちから熱狂的に支持されたものの、いや支持されたからこそ、街頭紙芝居が子どもに与える

影響を問題視する声や批判も大きく、社会問題化していく。1932（昭和 7）年 5 月 20 日、東京朝日新

聞では「街の可憐な芸術・紙芝居を問題にする」と題した特集を組んでいる。4 名の識者の意見を掲載

しているが、東京女子高等師範学校教授の倉橋惣三は次のように述べている。 

 

原著 
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從つてその筋といふ樣なことも、その人間の勝手な趣味でやる樣になつて、低級、卑わい殘にんと

いふ樣なことが何等藝術味も加へることなく、子供の前にさらけだされてゐるのです。(中略)かうい

ふものが子供に害のあることはもち論です。(中略)これを取締るについては、一定の良い脚本を どこ

かで提供して積極的に善用していくことがよいが、しかし今日の勢ひでは、相当厳重な取り締まりが

必要であります。4 

 

かつての大道人形芝居と異なり、街頭紙芝居は実演が容易なためストーリーも勝手に作り替えられ、

低級、卑猥、残忍で、芸術味がないことを批判し、よい脚本を提供していくことや、劣悪なものは取り

締まっていく必要があるのだと述べている。その後も、街頭紙芝居について度々誌上でとりあげられて

いるが、街頭紙芝居に対する批判をまとめると、次の3点になる。①内容が荒唐無稽、残酷で絵が刺激

的であり、子どもの教育上害があること。②紙芝居屋の扱う飴が不衛生であること。③街角に子どもた

ちが群がるために交通の妨げになること、である。 

さて、このように「低俗」「教育に害がある」等と批判された街頭紙芝居だったが、いったいいつ頃

から保育現場でつかわれるようになったのだろうか。次章で詳しく取り上げるが、これまでの先行研究

では、保育現場への導入はかなり早く、昭和 7、8 年頃から人形芝居や紙芝居が多くの園で行われるよ

うになり、全国的に広まっていったとされている。しかし、本当にそうなのだろうか。「教育紙芝居」と

後にいわれるようになる作品が登場するのは昭和7年以降のことである。今井よねが、キリスト教の伝

道に紙芝居を活用しようと、街頭紙芝居の画家・板倉康雄に依頼し、『ダビデ伝』を制作したのが 1932

（昭和7）年7月、さらに紙芝居刊行会を組織して、初の印刷紙芝居を出版したのは翌年1933（昭和8）

年のことである。また、高橋五山が全甲社をおこし「幼稚園紙芝居」シリーズの刊行を開始したのは、

1935（昭和10）年である。高橋五山の「幼稚園紙芝居」シリーズは、そのタイトルが示すように、「幼

稚園、保育所の幼児を対象として、保育の一端を荷なおうと意図したもの」5であり、「赤ヅキンチャン」

「花咲ぢぢい」など国内外の昔話や童話を紙芝居化したものだった。 

しかし、その普及には困難を極めた。幼稚園に売り込みに行くと、「私の園では、良家のお子さまば

かりお預かりしていますからねぇ」と玄関払いをされたという。「紙芝居はよい家庭の子どもが見るもの

じゃない。露路うらのはなたれ小僧が、飴をしゃぶりながら見るものと相場がきめられていたようだ。

そんな次第で、暫時製作は中止して、愛用者をつくるために啓蒙宣伝に力をそそぐことにした」6 と五

山は振り返っている。こうした記述から、紙芝居は低俗で教育には向かないものだという一般的な紙芝

居観が保育現場に根強く残っていたのがうかがえる。もし、昭和 7、8 年にすでに紙芝居が普及してい

たのであれば、こうした否定的な対応にはならなかったのではないだろうか。 

紙芝居が幼稚園・保育所で取り入れられ、普及したのは、本当に昭和 7、8 年頃だったのだろうか。

もしそうだとしたなら、いったいどのような作品を、どのくらいの園が取り入れていたのだろうか。保

育者は紙芝居をどのようにとらえていたのだろうか。本論では、保育における紙芝居をめぐる言説を調
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査、整理し、紙芝居が保育のなかにどのように取り入れられ、どのようにとらえられていたのかについ

て考察していきたい。 

 

2. 紙芝居の導入時期をめぐって 

本章では紙芝居が保育にいつ頃とりいれられるようになったのか、導入時期をめぐる言説を取り上げ

検証していきたい。 

紙芝居が昭和 7、8 年頃から保育のなかで行われるようになった、という言説の論拠として引用され

ているのが、日本保育学会『日本幼児保育史 第4巻』（フレーベル館、1971年）の記述である。幼児

教育学者の村山貞雄は、「昭和前期の幼稚園の施設と保育用具」の「視聴覚教具」の項で以下のように述

べている。（下線は筆者による） 

 

東京女子高等師範学校附属幼稚園では、すでに大正時代から「指人形」（ハンド・ドルとも言ってい

た）を保育にこころみていたが、昭和七、八年頃から「人形芝居」（人形劇）や「紙芝居」が多くの園

で行われるようになり、年を経るに従って、これらのものがますます盛んに行われるようになった。

そして昭和十年頃からは、多くの園で保姆が紙芝居や人形芝居を作成している。その結果、十年代に

は、毎日紙芝居をする幼稚園も現われている。（pp.169-170） 

 

また、「昭和前期の回想による保育の姿」の章では、当時の保育の様子を保育者が語っており、紙芝

居に関する記述も散見される。 

①「昭和七、八年後頃には、紙芝居や、人形芝居が盛んで、保姆が紙芝居や人形芝居を作ったもので

す。」（大正14年から愛知県女子師範学校附属幼稚園に勤務した浅野寿美子談、p.141） 

②「昭和十七年頃には「神話」についてなど大きな紙芝居を作ったものでした。」 

         （昭和6年から大阪市立堀江幼稚園に勤務した津村節津子談、p.146） 

③「なるべく話を多く聞かせるために、毎日、紙芝居を必ず一つしました。」 

      （昭和8年から日立市の私立多賀二葉幼稚園に勤務した結城さち子談、p.147） 

 

②③の回想については、導入時期は明確にはわからないが、保育のなかで盛んに紙芝居が活用されて

いた様子が伝わってくる。これらの保育者による回想が村山の記述と相まって、昭和 7、8 年導入説を

信憑性の高いものにしているのは事実である。下記に示すように、その後の保育と紙芝居をめぐる言説

においては、この『日本幼児保育史』の記述が土台となっているのがわかる。 

 

「現在のスタイルの紙芝居が一九三〇（昭和五）年に成立すると瞬く間に、保育界でも紙芝居は取

り入れられた。『日本幼児保育史』には昭和前期（昭和一〇～昭和一七年）に幼稚園で保姆をしていた
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ことのある一〇名と、同じ時期に幼稚園生活を送ったことのある人に、当時の様子を聞き書きした記

録がある。そこには、紙芝居活用の様子が語られている。（後略）」7 

「『日本幼児保育史』には昭和前期に紙芝居を演じていたという幼稚園の保姆さん達が語っている記

録が残っていますし、昭和 7、8 年頃から多くの園で「人形芝居」や「紙芝居」が行われるようにな

り、昭和10年頃より、保育者が手作り紙芝居を取り入れていた、と記されています」8 

 

では、その他の記述はどのようになっているだろうか。児童文化研究者であり、芝増上寺明徳学園主

事として仏教日曜学校の運動を推進していた内山憲尚は、次のように述べている。 

 

「紙芝居が取り入れられたのは人形芝居より遅れて、昭和六.七年頃に私の知つている二，三の幼稚

園で試みられたのであつた。一般的に製作せられたのは、全甲社の「幼稚園紙芝居」である」9。 

 

この記述からは、人形芝居と紙芝居が同時期に「多くの園で行われるように」なったわけではなく、

まず先に人形芝居が盛んになり、その後に紙芝居と、時間差があったことがわかる。そして、昭和6、7

年に「多くの園で取り入れられた」のではなく、ごく一部の園で取り入れられるようになったこと、一

般的に紙芝居が製作されるようになったのが昭和 10 年の高橋五山の「幼稚園紙芝居」からだと述べら

れている。当時の世間一般の紙芝居に対する偏見や製作状況などを考え合わせると、この内山の記述の

方が自然である。 

実際、その当時の東京女子師範学校附属幼稚園はどうだったのか。昭和 10 年に出版された『系統的

保育案の実際』は、東京女子師範学校附属幼稚園の実際の保育を基にして組み立てた保育案が掲載され

ている。保育案そのものではないが、当時の保育の様子や傾向を知る上では有用だと思われる。その「談

話」欄には、「富子さんの風船」（幼・聴）、「大きな球のはなし」（幼・楽）、「人形芝居 舌切り雀」のよ

うに、談話に用いた作品名が出典とともにかかれている 10。日本幼稚園協会編の『幼児に聴かせる話』

『幼児の楽しむ話』などのお話集や、『コドモノクニ』などの絵雑誌、「人形芝居」等の記述はみられる

が、紙芝居らしきものは見当たらない。全体的に保育者がお話を覚えて語る素話が多く、ところどころ

人形芝居がみられる。 

倉橋惣三が「私がお茶の水人形座などで、幼児のための人形芝居を創めたのは、大正十二年ごろだっ

たと覚えている」11 と述べているように、留学中に各国の人形芝居を観て歩いた倉橋が大正 11 年帰国

後に、日本に紹介したことがきっかけで人形芝居が広まっていった。『幼児の教育』誌をみていくと、菊

池フジノ「人形芝居」、徳久孝子・白根美智子「人形芝居花咲爺」（1930.1）、倉橋惣三「人形芝居の話：

幼稚園談話会講演の大要筆記」、氏原鋹「保育人形芝居を観て」（1930.6）、青柳節子「人形芝居の人形

について」（1931.5）、及川ふみ「人形芝居の人形」（1931.12）など、人形芝居に関する実践報告や脚本、

人形の作り方等の記述がみられ、熱心に保育に取り入れている様子がうかがわれる。 
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しかし、紙芝居についての記述はそれらと比較にならないくらい少ない。昭和5年に倉橋が人形芝居

についての講演のなかで、立ち絵紙芝居についてふれているのが『幼児の教育』誌上では、ごく初期の

紙芝居についての言説ではないかと思われる。 

 

近私の興味をもつているのは紙芝居といふやつです。（中略）皆さんのような上流の方々は御存じ

ないでせうが。（中略） 近新しい型として、鏡面を利用してラクに人形を動かせるのが出て居ります。

人形芝居を何処迄単純化出来るかといふ点で、紙芝居には実に心服させられます 12。 

 

倉橋の言及は、平絵紙芝居が登場する以前の紙芝居についてである。昭和5年といえば、平絵紙芝居

の第1作が誕生した年である。この講演会時、平絵の街頭紙芝居を見た人は皆無だったのではないだろ

うか。 

保育のなかでの紙芝居の具体的な実践についての言説が『幼児の教育』誌上に登場するのは、昭和12

年になってからである。内山憲尚が「簡単にできる絵本応用：紙芝居の作り方」というタイトルで、紙

芝居の実践の仕方や紙芝居の作り方について述べている。 

 

紙芝居が園児たちにどんなによろこばれ、歓迎されるかと云ふことは、紙芝居を幼児に試みたもの

でなければ解らない。今日では基督教紙芝居、幼稚園紙芝居、仏教紙芝居等各種の紙芝居が刊行され

ている。しかし経費の点でこれ等のものを購入することが出来ないとか、更に変わつたものを求めら

れると云ふ場合は、自分で描けば理想的なもの−自分にとりては−を得られるのである。（中略）絵本

を応用して簡単にできる、立ち絵式紙芝居と絵噺式紙芝居について述べることとする。13 

 

ここで内山は、絵本の絵を切り取って立絵紙芝居にする作り方を説明している。こうした『幼児の教

育』誌の言説をたどる限り、昭和 7、8 年に多くの園で平絵紙芝居を取り入れていたとは考えにくい。

しかも、内山の言説にあるように、導入当初から保育者の手作りの紙芝居—しかも立絵が使われていた可

能性も考えられる。 

さらに、次にあげる副島ハマの回想は、昭和 13 年に設立された日本教育紙芝居協会の機関誌『紙芝

居』に掲載されたものである。副島が当時鹿児島在住だったこともあるだろうが、昭和 7、8 年当初、

市販の紙芝居がそれほど簡単に入手できる状況ではなかったことが伝わってくる。 

 

私が紙芝居を保育のなかに取り入れたのは、昭和八年の春であるから、足掛十年も前になる。私は

その頃漸く手に入れた「少年ダビデ」の紙芝居を演じて、日曜学校の生徒達に大変喜ばれた所から是

非幼稚園にも紙芝居を取り入れたいと思つたが今の様に沢山の種類も無く、殊に教育紙芝居等のやう

な幼児向のものが無かったので、同紙芝居の目的内容を日本的に教育的に変えて、幼稚園で演じたの
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が私の紙芝居保育の 初であった。14 

 

紙芝居の魅力を知った副島が、幼稚園でも取り入れたいと考えたが、当時幼児向きのものがなかった

ため、漸く手に入れた今井よねの「少年ダビデ」を自身でアレンジして保育に活用したという。こうし

た言説からも、昭和 7、8 年に紙芝居を取り入れていた園というのは、保育のリーダー的存在であった

師範学校附属の幼稚園か、仏教系あるいはキリスト教系の幼稚園の一部ではなかったかと思われる。 

次に日本教育紙芝居協会の機関誌『教育紙芝居』（後に『紙芝居』と改題）をみていきたい。昭和 13

年に設立された日本教育紙芝居協会は、「紙芝居はだれでも、どこでも、いつでもやれる」とうたい、紙

芝居の魅力を生かしながら教育性、芸術性を前面に押し出して紙芝居の普及に努めた。会員制をとり、

研究、製作、頒布、公演と一連の活動を通して、世間一般の紙芝居に対する偏見を払拭し、紙芝居を広

めていった。なかでも幼児紙芝居を研究する保育研究部が果たした役割は大きかったのではないかと思

われる。保育研究部は倉橋惣三を顧問とし、「保育と紙芝居」研究会を定期的に開催している。下記に引

用するのは、昭和16年4月26日に東京女子高等師範学校で行われた第1回「保育と紙芝居」研究会の

様子である。倉橋の講演に続き、川崎大治の実演および講演が行われている。 

 

来会者約五十名。主として市内幼稚園の保姆さん方であつたが、遠く府下立川から馳せつけた熱心

な会員もあつた。（中略） 

次に川崎大治氏「保育と紙芝居」研究会に就いての希望意見を述べてのち、来会者の約半数が、ま

だ紙芝居の実際に就いて知らないので、実演の仕方と紹介を兼ねて「紙芝居時代」を実演しながら説

明。次に幼児の集団的な生活訓練への実例として「オヤマノブランコ」実演。また動物の科学的な性

情を取り扱つた例として、「コグマノボウケン」を実演。 後に砥上氏の「うづら」実演によつて午後

四時閉会した。15 

 

研究会に参加した保育者の約半数が「紙芝居の実際に就いて知らないので」という記述がみられるこ

とに注目したい。この半数というのが、そのまま普及率に置き換えられないにしても、保育者誰しもが

紙芝居を活用していたという状況でなかったことは確かだろう。しかし、紙芝居に関心をもつ熱心な保

育者たちが研究会に参集したように、紙芝居は急速な勢いで広がっていったものと思われる。日本教育

紙芝居協会主事の砥上峯次が昭和17年には次のように述べている。「紙芝居は極めて短時日の間に目覚

ましい普及を見せている。おそらく是程短時日の間に是程の普及をしたものは今迄の如何なるものに於

いても見る事が出来なかった位である」。16 

以上、紙芝居導入時期に関する言説をみてきたが、昭和 7、8 年には一部の園が紙芝居を取り入れ始

め、本格的な普及は昭和 10 年代中頃になってからではなかったのだろうか。次章では、紙芝居観の変

遷と、その活用状況をあわせてみていきたい。 
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3. 紙芝居観の変遷 

高橋五山が紙芝居の売り込みに行くと、「私の園では、良家のお子さまばかりお預かりしていますか

らねぇ」と玄関払いされたというエピソードを紹介したが、紙芝居は低俗で非教育的なものだという偏

見は、かなり長い期間、保育者のなかには残っていたようである。日本教育紙芝居の中心メンバーであ

る砥上種樹は、昭和17年当時、次のように述べている。 

 

近来幼児に紙芝居を観せることの教育的価値が認識されて参りましたが、或る園長さんは園児に紙芝

居をみせた後で「これは紙芝居と云はないで、絵話といふのですよ」とさも紙芝居と云ふ言葉を使うこ

とが罪悪視されているようでありました。又、或る国民学校の校長さんは「視覚教育上又は学童の作業

上の価値は大きいが、それにしても紙芝居といふ言葉は真剣味を欠く様である」と申される（後略）17 

 

紙芝居が普及し、その教育的価値を認めつつも、「紙芝居」という言葉自体に対する抵抗感がかなり

強く残っていたことがうかがえるエピソードである。また、東京女子高等師範学校附属幼稚園の保育者

である上遠文子も、紙芝居に対して悪い印象をもっていた一人である。しかし、昭和 19 年当時、紙芝

居をおおいに活用している様子が述べられている。 

 

私共としても自由遊びに飽易い年少組の保育案に紙芝居を折込むのは一つの考案として用ひている。

一組が、「紙芝居だ、お入り−」等と呼ぶとお隣の組も又お隣の組も皆が集つてしまふ盛況で、如何程

紙芝居が幼児達に歓迎されるかはかり知られる。数年前、街巷で見た紙芝居の印象の深い私共はとも

すると紙芝居は品の無もの、あまり教育的で無ものとの感を抱いていたが、今では大いに活用してい

る自分である。 （中略） 

談話を上手にこなせぬ 自分としても幼児自ら、下手な自分の話よりも興味持ち、印象的でもあるゆ

え、此頃では何かと紙芝居を資料として活用している私である。そして 数年前の悪印象の紙芝居も自

分で破棄した。18  

 

この記述からは、紙芝居が保育案のなかに取り入れられ、日常的に活用されている様子が伝わってく

る。紙芝居に対する偏見は、実際に使ってみることによって、瞬く間に払拭されていったようである。

紙芝居が子どもたちを強く惹きつけることに加え、保育者がお話を覚えて語るよりもずっと手軽にでき

ることが普及を推し進めたのだろう。また、子どもたちが手作りしやすく、「年長組で共同製作として誘

導的仕事として保育案に加へても面白い」ことや、空襲を受け壕の中で数時間を過ごすときには紙芝居

があると幼児を飽きさせずに過ごせるため、「避難用具の一つ」として用意しておくとよいと勧めてい  

る 19。紙芝居が保育において、いかに便利で有効であるかが語られている。紙芝居観が大きく変化した

ことがうかがわれる。 
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昭和 20 年代になると、紙芝居は日常の保育のなかでごく当たり前に使われるようになっている。紙

芝居を推奨し、早い時期から積極的に保育に活用していた内山憲尚が、昭和 22 年には、あまりの紙芝

居偏重について苦言を呈しているのである。 

 

保姆さんは、読んでやりさえすれば事足りる紙芝居の方が手数がかからず、すぐに出来るので、幼

児が要求するがままに紙芝居を与える、かくして談話と云えば紙芝居のみが与えられる傾向になつて

来る、その結果、幼児たちは、刺激の強い紙芝居によつて馴らされて、静かな童話や朗読では、あま

りに刺激がなさ過ぎるので、「面白くない」と云う声になつて現われることとなるのである。紙芝居は

保育に害になると云うのではない、ただあまりにも紙芝居のみが与えられて、紙芝居中毒を起してい

る状態にあることから救わねばならないと考えるのである。20 

 

内山は、安易に紙芝居のみを用いるのではなく、静かな童話を聞かせることも大切であるというので

ある。 

低劣・非教育的と蔑視されていた紙芝居が、教育に有効・便利だと保育に活用されるようになり、や

がて紙芝居中毒といわれるくらいになっている。わずか 10 年くらいの間に、紙芝居に対する意識や活

用の在り方が大きく変わったのがうかがえる。 

 

4. おわりに 

保育における紙芝居をめぐる言説を整理し、紙芝居がいつ頃保育のなかに取り入れられ、どのように

活用されてきたか、また保育者の紙芝居観について考察してきた。紙芝居の導入時期については、ごく

早い園で昭和 7、8 年頃、一般的に普及したのは昭和 10 年代中頃になってからだと思われる。しかし、

今後、さらに当時の保育案等の資料を発掘し、精査していきたいと考える。また、言説にもみられたよ

うに、紙芝居は短期間に急速に普及した。その要因としては、「いつでも、どこでも、だれにでもできる」

という紙芝居の手軽さ、便利さがあったのは間違いないだろう。その手軽さは、保育者の紙芝居観を大

きく変えることにもなった。しかし、その手軽さが後々、紙芝居の軽視につながっていくことにもなる。

砥上峯次が、紙芝居そのものの研究をしていかなければ、「何時でも、何処でも、誰にでも出来るといふ

事が紙芝居に於ける一番の弱みとか危険性といふ事になる」21と警告していたとおりである。 

本論では詳しくふれることができなかったが、紙芝居の普及においては、日本教育紙芝居協会の保育

研究部の果たした役割も大きかったと思われる。保育研究部の研究活動や内容、研究成果としての「保

育紙芝居」の調査等も含め、今後の課題としたい。 
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注 

1 石山幸弘『紙芝居文化史』萌文書林、2008年 ほか。 

2 現在の紙芝居は、裏面にあらすじが書かれているが、平絵紙芝居が誕生した当初は、物語は口伝であ

った。のちに、裏面に覚え書き程度の簡単な場面説明が書かれるようになり、印刷紙芝居がつくられ

るようになって、裏面にあらすじが書かれるようになった。 

3 東京市社会局『紙芝居に関する調査』1935年 P.40 

4  倉橋惣三「子供のために町に指導委員をー恐るべき紙芝居の感化力」『東京朝日新聞』1932.5.20 

5  高橋五山「ででむし」『せいくらべ』2号、1960年 

6  高橋五山、同掲書 

7  鬢櫛久美子「幼児教育・保育の先達と紙芝居」『子どもの文化』7･8月号、2007年 p.18 

8  阿部明子「紙芝居が育てるもの-幼児教育・保育の中の紙芝居」『紙芝居-子ども・文化・保育』2011

年 p.140 

9  内山憲尚『紙芝居精義』東洋圖書、1939年 p.130 

10『系統的保育案の実際・系統的保育案の実際解説』『大正・昭和保育文献集』第 6 巻、にほんらいぶ

らり 1978年  

11  倉橋惣三監修及序 菊池ふじの・徳久孝子共著『幼児の為の人形芝居脚本』フレーベル館、1930

年 p.1 

12  倉橋惣三「人形芝居の話」『幼児の教育』30巻、1930.6 p.22 

13  内山憲堂（憲尚）「簡単にできる絵本応用：紙芝居の作り方」『幼児の教育』37巻、1937 p.31 

14  副島ハマ「幼児保育」『紙芝居』5巻9号、1942年 p.45 

15 「「保育と紙芝居」研究会」『教育紙芝居』4巻5号、1941.5 pp.88-89 

16  砥上峯次「紙芝居質問応答」『教育紙芝居』5巻1号、1942.1 p.19 

17  砥上種樹「幼児紙芝居の問題」『教育紙芝居』5巻3号、1942.3 p.4 

18  上遠文子「紙芝居と幼児」『幼児の教育』44巻、1944.9 pp.17-18 

19  上遠文子「紙芝居と幼児」p.18 

20  内山憲尚「談話の偏重について」『幼児の教育』47巻、1947.8 p.9 

21  砥上峯次「紙芝居質問応答」 p.21 
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