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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。「低俗」

「教育に害がある」等と批判され､ 社会問題にまで
なった街頭紙芝居１が、どのように保育現場で受け
入れられ、保育教材として定着していったのか。筆
者らは、戦前における保育と紙芝居の在り方につい

て、言説を蒐集・分析することで検討してきた２。こ
れまで1930（昭和５）年に、現在のような１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するやいなや、瞬く間に保育現
場に紙芝居が広まったのだといわれてきた３。しかし、
当時の言説を調査していくと、紙芝居に対する偏見
は思いのほか根深く、保育で一般的に活用されるよ
うになるまでには、平絵紙芝居の誕生から10年ほど
の歳月が必要であったことが明らかになった。その
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間、幼い子どもや紙芝居に関わる人々によって、幼
児向け紙芝居の制作・研究・普及活動という地道な
努力の積み重ねがあったことはいうまでもない。
　たとえば、1936（昭和11）年に設立された保育問
題研究会では、言語の問題を扱う第５部会において
紙芝居の研究・制作が進められた。研究会から出
版された紙芝居は２作品のみで事業として成功した
とはいえないが、研究者と保育者が協働しながら作
品を議論していくという先駆的な方法で研究をすす
めた。この研究者・保育者・実作者の協働体制は、
1938（昭和13）年に松永健哉らによって設立された
日本教育紙芝居協会にも引き継がれている。日本教
育紙芝居協会では、倉橋惣三を顧問とする幼児紙芝
居研究会を中心として、幼児紙芝居の研究および制
作を重ねていった。数々の幼児紙芝居に加え、1940

（昭和15）年10月には幼稚園や農繁期保育所向け
に６作品１組で「保育紙芝居」シリーズを出版し、
1944（昭和19）年４月の４輯まで、計22作品を刊行
している。日本教育紙芝居協会は、この「保育紙芝居」
シリーズの出版と並行して、日本幼稚園協会と共催
で「保育と紙芝居」連続研究会を開催するなど、幼
児紙芝居の領野を開き、保育現場における紙芝居の
普及に大きく貢献したといえる４。
　その保育問題研究会および日本教育紙芝居協会
の双方に関わり、幼児紙芝居普及の一翼を担ってい
た一人が川崎大治である。川崎は、日本教育紙芝居
協会の幼児紙芝居の多くを手がけ、実際に紙芝居を
もって農繁期保育所の運営にも携わってきた。川崎
は、紙芝居をどのようなものとしてとらえ、どのよう
な思いで創作していたのだろうか。また、保育と紙
芝居との関わりをどのように考えていたのだろうか。
　これまで、川崎の農繁期保育所における実践をも
とに、川崎の保育観や保育思想について言及した浅
野俊和（2013）や、紙芝居の描画技法から川崎の紙
芝居について論じた松田ほなみ（2010）らの研究は
あるものの５、川崎の紙芝居や紙芝居観については、
十分論じ尽くされているとはいいがたい。そのため
本論では、川崎の紙芝居や創作活動についての言説

を調査収集し、分析することによって、川崎の紙芝
居観を明らかにしていくことを目的とする。農繁期
保育所の活動にも深く関わってきた川崎の紙芝居観
を明らかにすることは、当時の保育における紙芝居
の有り様を捉える上でも有用であると考える。

２．川崎大治について

（１）経歴
　まず、川崎大治（1902−1980）の経歴について述
べたい。川崎は昭和初期から戦後にかけて活躍した
児童文学・紙芝居作家である。川崎の紙芝居作品は、
現在確認できる範囲で180点にのぼり６、多くの幼児
向け童話も残しているが、紙芝居作家としてよりもむ
しろプロレタリア児童文学やそこから派生した生活
童話を代表する作家として評価されることが多い７。
　1902（明治35）年、札幌で誕生した川崎は、幼
少期に巌谷小波のお伽噺を愛読し、15歳の時に子
どもの文学に一生を捧げる決意をしたという。実際
に、中学卒業後には上京し、巌谷小波に師事してい
る。川崎が紙芝居へと向かっていったきっかけとし
て、お伽のおじさんと親しまれ、日本全国をめぐっ
て子どもたちにお伽噺を語っていた口演童話家とし
ての小波の影響も遠因としてあったのではないかと
考えられる。師である小波からは「二兎を追っては
ならぬぞ。口演童話と創作童話。これはそれぞれに
関連があるのだから、口演をやりながら、大いに創
作をやれそうなものだが、実にむずかしい。君は、（中
略）立派な作を書きたまえ。創作のほうに、しっか
り腹をすえてやりたまえ。口演童話をやると、目の
まえの子どもにひかれて、つい筆のほうがおろそか
になる」８と17歳の時にいわれたのだという。しかし、
それでも子どもたちのなかに入って自作を語る小波
の姿は、「子どものことを知らないで、子どもの文学
を書くわけにはいかない」９という思いを川崎のなか
に育んでいったのではないだろうか。後年、川崎は
口演童話家と創作童話家が分離対立し、一方は子ど
もの中へ、そして一方は書斎へと活動の中心を据え、
それぞれ別の道を歩んできたことが「日本に於ける
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兒童文學運動の衰退の深刻さを、實に、二重ならし
めた」10と述べている。川崎の「童話文學の創作を、
國民としての揺ぎのない實践の中からやつていきた
い」11という願いが、子ども会や農繁期保育所への
活動、すなわち子どもたちのいる場所へと彼を向か
わせたのだと思われる。
　早稲田大学文学部を卒業した川崎は、1929（昭和
４）年にプロレタリア児童文学発展のために結集し
た新興童話作家連盟に加入、1930（昭和５）年には
日本プロレタリア作家同盟に合流し、機関誌『少年
戦旗』の編集に従事する。1931（昭和６）年に槇本
楠郎と共編したプロレタリア童謡集『小さい同志』
には自作の童謡を収めるなど、プロレタリア児童文
学運動の発展に貢献した。川崎がプロレタリア児童
文学を代表する作家といわれるゆえんである。その
後、日本労農救援会本部児童部担当として無産者託
児所、子ども救援、子ども会の活動に携わっている。
当時、亀戸無産者託児所の保育者であった黒滝マコ
トは、「あいうえ　おやぢはストライキ」で始まる川
崎のプロレタリア童謡「あいうえおの唄」（『小さい
同志』所収）を「好んで歌わせ、わたしたちも、子
どもたちとともに喜び、歌ったものです」12と語って
いる。
　さて、川崎と紙芝居の関わりはいつ頃からはじ
まったのだろうか。文献で最初に確認ができるのは、
1936（昭和11）年の秋田県平鹿郡旭村塚堀の農繁
期保育所でのことである。ずっと農繁期保育所の活
動に参加したいという思いを抱いていた川崎の願い
がようやく実現したときである。この時、川崎は悩
んだ末に高橋五山の紙芝居『したきりすずめ』と『ぶ
んぶくちゃがま』を持っていく。これらのレコード付
き紙芝居は村の子どもたちに大変な人気であったと
いう。川崎は後に「全甲社のこの高橋五山作の紙芝
居が、おおぜいの子どもたちの中で、わたしが使っ
たはじめての教育紙芝居であった」と述べている
13。こうした子どもたちと共に過ごすなかで生まれて
きたのが、第一童話集『ピリピリ電車』（1937）、第
二童話集『太陽をかこむ子供たち』（1940）である。

子どもたちのリアルな生活を描いたこれらの作品は
彼の代表作であり、プロレタリア児童文学の後退期
に「児童の生活を社会的連帯の視点から描こうとし
た一群の作品」である〈生活童話〉14と位置づけら
れている。このような子どもたちの集団生活のある
べき姿については川崎の紙芝居作品にも見ることが
できる。
　川崎は戦後、日本児童文学者協会の設立にも関わ
り、民主主義児童文学運動を推進するとともに、紙
芝居の創作も没する直前まで続けた。
　では、次に川崎の幼児紙芝居についてみてみたい。

（２）川崎の幼児紙芝居
　日本教育紙芝居協会では、設立当初「幼児紙芝居」

「教材紙芝居」「国策紙芝居」の３部門にわけて、研
究・制作および貸出や頒布をおこなっていた。各地
の農繁期保育所をまわっていた川崎は、「かうした保
育所で、どんな紙芝居が用ひられてゐるのかといへ
ば、その八割までが、日本教育紙芝居協會の作品で
あつた。あとの二割が他社のものである。この地方
への協會の普及力の強さが思はれる」15と、1943（昭
和18）年当時、発言している。さらに、続けて「協
會の幼兒紙芝居の九割までが、自作」であると述べ
ている。川崎のこの発言の通りだと、協会発行の幼
児紙芝居のほとんどを川崎が担っていたことになる
が、実際はどうなのだろうか。
　日本教育紙芝居協会の機関誌『教育紙芝居』（1942
年から『紙芝居』に改題）の作品目録をみてみたい。
作品目録は、品切れや新作発行等によって作品の増
減があるため、巻号によって変化もあるが、一つの
目安として、川崎の発言の１年前の1942（昭和17）
年５巻９号の「幼児」作品をみてみたい。16

　作品目録にはセット販売の「保育紙芝居」シリー
ズを除き、14作品が掲載されている。そのうち、わかっ
ている範囲で川崎の作品は11作品にのぼる。不明作
品を除外して考えると12作品中11作が川崎作品で
ある。「保育紙芝居」第３輯の作品名および作者は
表２に示す。こちらは５作品中、４作品が川崎の作
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品である。川崎の発言通り、彼の作品がほぼ９割を
占めている状況といってよいだろう。まさに日本教
育紙芝居協会における幼児紙芝居を牽引していたの
が川崎であったと言える。

（３）作品の特徴
　堀尾青史は、川崎大治が戦中期に描いた紙芝居
作品の傾向を大きく三つに分けて説明している17。
すなわち、①集団生活を乱すものを正しく導くこと
を描くもの（オヤマノブランコ、トホメガネ、三輪車、
汽車ゴツコ、シロイウサギクロイウサギ、カクレンボ、
虎チヤンノヒコーキ、キレイナ虹ノ下、オサルノラッ
パ）、②協力の美しさを説き、勤労と集団の力を描く
もの（オヤマノトナリグミ、バナナ列車、ミンナノタ
メニ）、③深い母性愛や兄弟愛・動物愛、愛情のた

めには死をも辞さない犠牲的精神を溌剌と描くもの
（コグマノボウケン、小猿の恩返し、赤イ花ト青イ海、
チビ公物語、新ちやんと赤とんぼ、太郎熊次郎熊連
作、鶯になつた春子ちやん）である。
　このように、川崎の紙芝居作品には集団生活を送
る上での人間同士の望ましい関係性を描いたものが
多く見られる。しかし、これらの作品に登場する主人
公は必ずしも模範的ではない。それゆえ主人公の心
のゆれや葛藤が見られるのだが、川崎はそれを丁寧
に描いている。これは、川崎が子どもたちの中に入っ
て生活することにより、子どもたちの実態を捉えて
いたからこそ描くことができたのではないだろうか。
　これらの作品の中でも『太郎熊次郎熊』は名作と
して高く評価されている。この作品は、戦中期には
宇田川種治画として３巻、戦後には松山文雄画とし
て前後編が出版されている。川崎の戦中期の紙芝居
作品の特徴である「さしこみ」18による演出だけで
はなく、たとえ困難に直面したとしても、真実を追
求していけば最後には幸福がおとずれるという川崎
の人生観が、波乱万丈の展開の中で語られているこ
とに注目できる作品である。

３．紙芝居観

　では、川崎は紙芝居をどのようなものとしてとら
え、創作をしていたのだろうか。川崎の言説を蒐集
し分析していくと、３つのキーワードが浮かび上がっ
てくる。一つ目は「芸術としての紙芝居」、二つ目は「保
育における楽しい教具としての紙芝居」、そして三つ
目は「自己修養としての紙芝居」である。

（１）芸術としての紙芝居
　　川崎は紙芝居について次のように述べている。
 （下線は筆者による）

　　 実際に紙芝居の運動をやっていて面白いのは、
子どもだけでなく、大人がとてもすきだという
ことです。わたくしは、三才から八十才までの
芸術だなどと、紙芝居のことを申していますが、

幼児紙芝居 作者

特輯　保育紙芝居（第３輯） 表２参照

オサルノラッパ 川崎大治

三匹ノコブタ 川崎大治

小猿の恩返し 川崎大治

雪だるま 川崎大治

カミサマトシロウサギ 川崎大治

青蛙ピヨン吉 不明

オモチヤノ兵隊サン 川崎大治

コグマノボーケン 川崎大治

チビ公物語 川崎大治

虎チヤンのヒコーキ 川崎大治

一寸ぼふし 不明

アシノクキ 小林勝

三輪車 川崎大治

太郎熊次郎熊 川崎大治

表１　幼児紙芝居作品目録（『紙芝居』５巻９号1942）

表２　「保育紙芝居」５冊１組

第３輯（1941年９月）

・オトギ列車（写真紙芝居）

・コザルノキョクゲイ（作：川崎大治、絵：西正世志）

・ヒヨコノトモダチダレトダレ（作：川崎大治、絵：伊藤眞理）

・オ山ノトナリ組（作：川崎大治、絵：羽室邦彦）

・新ちゃんと赤とんぼ（作：川崎大治、絵：清田勲）
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ほんとうにそうなのです。（中略）去年も、新潟
の村へ行って、わたしの「太郎熊・次郎熊」を
やりましたら、大人や年寄りまでが泣きだしま
してねえ、いやまったく、紙芝居というのは、
不思議な芸術です。もともと芸術というものは、
人生の真実をつけば、大人の心も子どもの心
も、同時につかまえることが出来るというもの
でしょう。平易な簡潔な言葉で、人生の真実を
表現する、ここに、これからの芸術性と大衆性
とが、ピタリと一致した、新しい芸術の形態が
あるのでしょう。19

　川崎は紙芝居を芸術だととらえているのである。
しかも「三才から八十才までの芸術」という言葉に
象徴されるように、教養のある人だけが受容できる
のではなく、大人も子どもも誰でもが、いつでもど
こでも楽しむことができる「不思議な芸術」だと述
べている。わかりやすい簡潔な言葉で表現しながら
も、人に感動を与え、時に涙さえも流させるほどの
力があり、相反するものであるはずの大衆性と芸術
性が一体となった「新しい芸術の形態」であるとと
らえていることがわかる。
　では、川崎のいう芸術性とは何だろうか。それを
読み解く上で、川崎が芸術童話について述べた言説
をみていきたい。

　　 私の考によれば藝術童話といふことは、本當に
高い意味での敎育童話であり、また本當に健康
な意味での道徳童話である。即ち、今日の日本
の子どもたちが一番必要とする、明朗で眞劍で
聡明で而も逞しい意志を内容とした童話のこと
である。20

　芸術童話とは本当に高い意味での教育童話であ
り、本当に健康な意味での道徳童話であると述べて
いるが、ここでいう教育とは、単に教訓性を含むと
いった些末なことではない。すなわち、子どもたち
が必要とする普遍的・基本的なテーマを子どもたち

の中から確実につかみとって描き、作品によって子
どもたちの生活や文化、ひいては人間性をも高めて
いくものであると説明している。
　さらに、紙芝居は芸術童話であるだけでなく、紙
芝居独自の芸術的な形式によって成立しているのだ
という。

　 絵もお話も紙しばい独特の描法でかゝれ、紙
芝居独特の方法で脚色されているものを、演
出者の独特の実演方法によつて統一し、そこ
に、極めてダイナミツクな芝居の世界を展出
していくのが紙芝居である。このように、紙
芝居は「脚本」と「絵画」と「實演」の三つ
の要素からなた

（ママ）

りち、それらが居合された藝
術形式なのである。21

　童話は童話単独で成立するが、紙芝居はそうでは
ない。また、個々に成立している童話、絵、実演を
合わせたものでもない。絵もお話も紙芝居独特の方
法でかかれ、脚色されたものが、実演されることに
よって初めて一つの作品世界として統合されていく
のである。つまり脚本、絵画、実演の三つの要素が
一体となって一つの世界を生み出す「藝術形式」な
のだというのである。したがって、童話として優れ
た作品であっても、また、絵画として美しい作品で
あっても、それがそのままの形では必ずしも紙芝居
にはならないのである。では「紙芝居独特の方法」
とはどのような方法なのだろうか。川崎は次のよう
に述べている。

　 紙芝居の脚本の特色は、何よりも先づ、まだ
出来上がらない繪を想像し、それを土臺とし
て説明や科白を書いていくことにある。（中略）
私は紙芝居として取り上げる作の内容が大體
決まると、いつでもその内容を視覚としての
幻想のうちに追つてみる。（中略）

　 作家は畫家が繪の具で描く世界を、一枚々々
叮嚀に幻想の中に樂しく描きあげていくだけ
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でなく、それを説明と共に受取る子供の心理
や感興の世界にまでもおのづから觸れてい
く。まだ描きあがらない繪を夢見ながら、時
に子供のやうに興奮しながら一作を終る。22

　つまり、文章で表現する前に、まずは絵をイメー
ジし、物語の内容が絵として表現できるのかどうか
を吟味したうえで、イメージした絵をもとに説明や
科白を書いていくのだという。自身の頭の中で描い
た絵をめくったり、急に抜いたりしながら、絵が子
どもたちに呼びかけるように、また絵の世界に子ど
もたちが飛び込んでいくことができるように、子ど
もたちの心理や興味･関心にまで思いを馳せながら、
説明を加えていくのである。童話の創作と大きく異
なり、絵で考えるという独特の方法で創作している
ことがうかがわれる。だからこそ創作過程において
同じ美の世界を作家と画家が共有することが必須と
なってくる。実際、川崎はイメージした世界を画家
に伝えるために、自身で略画を描くことも多かった
という。川崎の紙芝居は、すぐれた物語を創作する
ことで終わるのではなく、絵をイメージし、演じるこ
とをイメージし、受容する子どもをイメージしつつ、
画家との協同作業のなかでつくられていったのだと
いえる。その上、季節や子どもの年齢、紙芝居を演
じる場所までを考慮し、「敎育的な效果のあがるやう、
而もそれでゐて樂しく面白く藝術的なものをといふ
ことを心懸けた」23のだと述べている。
　「三才から八十才までの芸術」という言葉は、幼
児紙芝居という未開拓のジャンルを確立させるため
に、長く困難な道を歩み続け、芸術にまで高めよう
と奮闘してきた川崎の結論でもあるのだと思われる。

（２）「楽しい教具」としての紙芝居
　川崎は、保育の場における紙芝居を「教具」であ
ると述べている。

　　 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。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、
觀察の材料ともなり、子供達を廣い豊な世界に
發展させ、彼等の生活に強靱な指導性を與へ
るであらう。24

　普遍的なテーマを、楽しく面白く語り、子どもた
ちの生活全体を高めていく紙芝居であればこそ、保
育の中にあっては教具、それも「まことに樂しい教具」
になり得るのだといえる。
　しかし、実際には、当時の農繁期保育所おいて、
紙芝居は教具としてよりも、子どもを喜ばせるため
の道具として娯楽や余興に使われることが多かった
ようである。そうした現状に対し、紙芝居は単なる
余興ではないと川崎は言う。

　　 紙芝居は單なる餘興ではない。紙芝居と保育と
は、切り離れた別なものではない。それは血の
つながつた一つのものである。日常の保育が、
紙芝居の敎育的効果を助け、紙芝居が保育を
助ける。保育と紙芝居とは、お互に相作用しな
がら、生活の全體を高めていくのである。25

　保育と紙芝居は、けっして切り離すことができな
い「血のつながつた一つのもの」であり、紙芝居の
内容が日々の保育の中で具体的に実践され、紙芝居
と保育が一体となり有機的に関わりあうことによっ
て、子どもたちの生活を豊かにしていくこができる
と考えていたことがうかがえる。だからこそ、一回
読んで楽しんだら終わりという単なる楽しみとして
の紙芝居の使い方には、もどかしいものを感じてい
たと思われる。

　　 紙芝居は、もつともつと自由自在に、所謂紙芝
居の概念を破るくらゐ、どんどん使はれないこ
とには困る。（中略）紙芝居をたゞ標準演出だ
けして、それをさつさとしまひこんで、あとは
子どもにさわらせもしないのは勿體ない。26
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　実際、川崎自身は農繁期保育所で多様な実践を
行い、それを「農繁保育所と紙芝居−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』
1942年３、４、５月）という文章にまとめている。
そこでは、紙芝居の絵を一枚一枚見せながら、ただ
読むだけの「標準演出」で終わるのではなく、紙芝
居をもとに語り合いや、歌遊び、製作や遊戯を行っ
たり、ときに紙芝居の絵をすべて並べて美術展覧会
にしたり、はり紙、切り紙、ちぎり紙などの手本に
するなど、実に多様な実践を行なっている。
　川崎をはじめ、砥上種樹、砥上峰次ら日本教育紙
芝居協会では、保育における紙芝居の積極的活用
と、紙芝居を中心とした多様な保育展開を提唱して
いる。農繁期保育所の保育の質が問題にされるなか、
紙芝居によって保育の質を高めるという思いもあっ
たと思われる。

（３）「自己修養」としての紙芝居
　では、なぜ童話作家である川崎は、ここまで紙芝
居に打ち込んできたのだろうか。川崎の言説からは

「自己修養としての紙芝居」という紙芝居観がうか
がわれる。川崎にとっての紙芝居とは、作家としても、
一人の人間としても、必要欠くべからざるものであっ
た。

　　 童話作家である私が、紙芝居の脚本を書いた
りすることは間違ひだと言つて、正直なところ、
私は何べんか友人たちから忠告されたことがあ
る。然し、私にはどうにも紙芝居が必要なので
あつた。といふのは、新らしい日本の童話は、
少國民の生活の中に作家が身を投げ入れ、そこ
で子どもたちといつしよに國民としてこの練成
を爲すことからはじまらねばならぬといふのが、
近年私の中に湧いて出た止むにやまれぬ聲であ
り、従つてその實踐をどうにもかうにも持たず
に居られなかつたのである。その場合紙芝居は、
私の拙い人形芝居とともに、どんな山奥の見も

知らぬ子供たちにもまた村の保育所の幼い子供
たちにも、私を結びつけてくれた大切な恩人な
のである。27

　童話作家が、紙芝居の脚本を書くのはおかしいと
周りから忠告をされながらも、紙芝居にこだわり続
けたのは、「私にはどうにも紙芝居が必要」だった
からだと述べている。子どもを知らなければ子ども
の文学は書けないと、子どもの中に入って、子ども
から学び、創作する姿勢を貫いてきた川崎にとって、
紙芝居は子どもと自分を親しく結びつけてくれる「大
切な恩人」だったのである。子どもから大人まで惹
きつけてやまない紙芝居の芸術性と大衆性に、新し
い文学・新しい芸術のあり方として川崎自身が大き
な可能性を感じていたのもあるだろう。川崎は、紙
芝居をつくること、演じることを自分自身の人間性
を高めていく自己修養だと述べている。

　　 演出者の人格は紙芝居が藝術として社會に自己
を主張する上に、決定的に大切なものである。
紙芝居の藝術性は、紙芝居と演出者とが、それ
を享受する對象に向つて、それぞれが内包する
愛情を一つの焔として、燃焼せしめる、その積
極的な表現の中からのみ生まれる。國民の誰で
もが紙芝居の藝術性の最後の鍵を握つてゐる。
この意味では、紙芝居は、今日までの所謂藝術
規定の概念には明らかに叛くものである。また
さうであるが故にこそ、紙芝居の藝術性を高め
る運動は、そのまゝ國民錬成の廣汎な運動とも
なるのである。一童話作家にすぎぬ私などが、
山の分教場で、村の公會堂で、或は都會の常
會で、「大楠公」や「五人の床屋」や「太郎熊
次郎熊」を演ずるのも、所詮は自己の修練に他
ならぬのである。そしてこのことが、新しい文
學を産み得る基礎的生活の一つであると、確信
してゐる次第なのである。28

　すなわち川崎にとって紙芝居は、受容する人々の
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精神性を豊かにし、生活を高めていくだけでなく、
紙芝居をつくることも、また演じることも、すべて自
分自身を教育し、陶冶していくことなのである。す
べての人が関わりながら完成される芸術としての紙
芝居は、川崎自身も述べているように、これまでの
芸術の観念とは異なるものだろう。しかし、そこに
こそ新しい文学を生み出す土台があるのだという。
こうした川崎の思いこそが、幼児紙芝居確立の原動
力であったといえるのではないだろうか。

３．おわりに

　ここまで川崎の紙芝居や創作活動についての言説
から「芸術としての紙芝居」「楽しい教具としての
紙芝居」「自己修養としての紙芝居」という３つの紙
芝居観を抽出し、考察してきた。
　川崎は、紙芝居を「芸術」「不思議な芸術」「新た
な芸術」ととらえていたが、この時期、「芸術性」「芸
術的向上」という言葉は、川崎以外の言説の中にも
しばしば見られる。「低劣」「俗悪」と批判された街
頭紙芝居を〈教育〉の名にふさわしい紙芝居へと改
善・発展させ、紙芝居を用いて「文化国策に逞しく
参加する」29ことを目指した人たちにとって、「芸術
性」という言葉は街頭紙芝居に対するアンチテーゼ
でもあったのだろう。特に、教育紙芝居の質が向上
し、一定の評価を得るにつれ、より「芸術性」をめ
ぐる言説が活発化してくる。1942（昭和17）年には

「紙芝居の藝術性の問題をめぐつて」（『少国民文化』
10号．1942）、「藝術か否か」（『紙芝居』５巻11号．
1942）など、芸術性についての議論が相次いで掲載
されている。
　そこでは「印刷された畫面と、印刷された文句の
組合わせからは、決して大した藝術は宿命的に期待
することができない」30とするものや、芸術性と大衆
性は両立するのかといった問題、絵と脚本の優位性、
絵の誇張の必要性と限度、物語の連続性と飛躍、細
かな心理描写の可能性等、紙芝居の本質的な問題
が議論されている。その上で、絵、物語、実演、そ
れぞれの質の向上だけでなく、それらを統合した「紙

芝居獨特の藝術的の境地といふものがあり得るかど
うか」という問いかけがなされている。その問いに対
し、日本教育紙芝居協会設立者の一人である松永健
哉は「現在紙芝居は、今仰しやつた意味に於ての藝
術性といふものは持つて居ないと思ふ」31と答えて
いる。また、今後、一般の芸術論のなかで紙芝居の
基礎付けがされていかなければ、「紙芝居は「藝術
的」であるかもしれぬが一つの「藝術」ではないとい
ふ感じさへも出てくる」等の意見がだされるなか32、
異なる視点で反対意見を述べているのが川崎であ
る。
　川崎は、紙芝居が芸術的領域に達していないとい
う意見に対し、すべての紙芝居ではないが、すでに
高い芸術性を確立した作品は存在していると反論す
る。

　　 中には少國民を對象とする他の一般の藝術のレ
ベルより突き抜けて居るものがあると思ふ。例
へば童話なら童話といふものが持つて居る高さ
に負けないものを、幼兒の紙芝居の中で相当確
立して居ると思ふ。それはやはり日本の現實が
必要として居る子どもの生活に、作家も畫家も
突入して行つて、兒童と一緒に生活するところ
から生まれてきたと私たちは確信して居る。33

　川崎はここでも芸術としての紙芝居は子どもの中
にあってこそ生まれてくるのだと主張している。芸
術性は実践においてのみ得られるのだというのであ
る。ここにこそ、川崎独自の芸術論、紙芝居観がみ
られるのである。
　松永健哉は、紙芝居を芸術として確立するために
は、理論化をすすめる一方で、既成の芸術論や既成
概念に縛られるべきではないと述べる。芸術性を標
榜するあまり、「藝術の既成槪念にとらわれて、紙芝
居の専門家自身が、妙な紙芝居藝術論や、藝術紙芝
居を考へること」はもっとも危険なことだという。こ
の意味で「川崎大治氏のやうな實踐のし方は、もつ
と高く評價されねばならない」34と、川崎の実践を
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評価している。
　作品の特徴でも述べたように、幼い子どもの心の
動きを的確にとらえた川崎の作品は、70年以上たっ
た今でも古びていない。川崎の幼児紙芝居は、子ど
ものなかから、そして保育の実践のなかから誕生し
てきた。〈子ども〉という視点を取り込み、子どもの
生活を基盤につくられたのである。集団における行
動、協力、愛情、友情など、保育という集団生活の
場にあって大切にしていくべきものが作品として結
実していると言い換えてもよいのではないだろうか。
このような意味で川崎の幼児紙芝居は、現在の保育
における紙芝居や教材としての紙芝居に大きな影響
を与えたと言える。
　今後、川崎の紙芝居が保育において果たした役割
や意義をより明らかにしていく上でも、戦前の保育
運動や保育のありようと合わせて、作品の分析・検
討を積み重ねていきたいと考える。

注　
１　1932（昭和７）年５月20日の『東京朝日新聞』には「街
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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」と警鐘を鳴らしてい
る。

２　佐々木由美子（2016）「保育における紙芝居をめぐ
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―」を参照のこと。

４　佐々木由美子・相澤京子（2017）「幼児紙芝居の普
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５　浅野俊和（2013）「童話・紙芝居作家　川崎大治の
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書を中心に―」『中部学院大学・中部学院大学短期大
学部研究紀要』第14号、松田ほなみ（2010）「紙芝居
描画技法の研究―教育紙芝居の名作に着目した描画技
法の検討」『名古屋女子大学紀要』56号

６　「川崎大治紙芝居展資料」（子どもの文化研究所作成）
をもとに、筆者らの調査とあわせて推定した。ただし、
戦前の教育紙芝居には作者名・画家名が記されていな
いものや、現物が確認できないものも多いため「確認
できる範囲で」とした。

７　向川幹雄（1978）「川崎大治解説」『児童文学大系』
（ほるぷ出版）では、川崎の「昭和三十年までの足跡
をだどってみると、一貫して日常生活的物語を追求し
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