
１．はじめに

（１）問題と目的
　紙芝居は我が国独自の文化財であるとともに、保
育文化財としてもすでに80年にもおよぶ歴史を積み
重ねてきている。現在においても保育者の紙芝居に
対する関心は高く、絵本に比べて使用頻度は落ちる
ものの、週に１～２回は活用されていることが鬢櫛・
野崎ら（2010、2012）の調査でも明らかになってい
る１。これまで戦前の保育における紙芝居をめぐる
言説を蒐集・分析するなかで、紙芝居観の変遷、保
育現場への導入時期や普及の過程、紙芝居の活用
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等について究明してきた２。非教育的とされてきた紙
芝居が、戦時下、急増した農繁期保育所においては、
集団生活に不慣れな子どもたちを引きつける、なく
てはならない保育教具として活躍したのである。紙
芝居が保育現場に普及するにつれ、保育教具として
の紙芝居は、多面的・総合的に扱われるべきだとい
う言説が多々みられるようになる。
　川崎大治（1943）は「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
とは子供にさわらせもしないのは勿體ない」３と述べ、
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同様に砥上種樹（1941）も「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。例へば一度實演しまして、次の機會に問答をし
繪や話の印象をきく（中略）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」４と、紙芝居をもとにした話し合いや、
お遊戯、ごっこ遊び、制作等への展開を紹介してい
る。すなわち、紙芝居を多面的に活用することによっ
て「觀察も手技も唱歌も談話も遊びも綜合的に行は
れて子供達は毎日樂しい生活の中により高い生活へ
と導かれて行く」５ことが理想とされたのである。紙
芝居を「觀せ與へることだけでは其の目的の半にす
ぎない」６という主張も、このゆえんである。
　街頭紙芝居の印象が強かった1930年代には非教
育的と蔑視されていた紙芝居が、1940年代には保育
教材として認識・活用されはじめ、さらに紙芝居を
中心とした保育展開が望まれていたことがうかがわ
れる。しかし、紙芝居の多面的・総合的活用の推奨
は、逆に言えば、そこまで保育現場の意識や技術が
追いついておらず、紙芝居が「保育のための樂しい
教具としてよりは、殆ど全部が、娯楽用」７として使
われている現状があったといえる。
　では、こうした紙芝居に関する言説を受け、戦後、
保育における紙芝居はどのような歩みをしたのだろ
うか。現在においても、紙芝居は中心的活動に用い
られるというよりは、「帰りの会」や「昼食後」、「活
動と活動の間」、「活動の導入」８など、いわゆるす
きまの時間帯に、娯楽的に活用されることが多いよ
うである。1940年前半に推奨された多面的・総合的
な紙芝居の活用は、戦後、引き継がれたのか、引き
継がれなかったのか。本論では、1945年以降に着目
し、紙芝居がどのように保育現場で用いられ、どの
ような道をたどって現在にいたったのかについて考
察していきたい。

（２）研究の方法
　国立国会図書館の検索機能を用い、「保育」「紙
芝居」をキーワードとして1945年以降の文献の抽出
を行った。今回は、保育において紙芝居がどのよう
に活用されてきたのかを把握するのを主な目的とし
たので、新刊紙芝居の紹介記事等は除外した。その
結果、『保育』、『月刊保育カリキュラム』、『保育の友』、

『幼児と保育』などの保育雑誌や保育用テキストの
ほか、『子どもの文化』、『児童文化』、『子どもと読書』
などから、208文献が抽出された。キーワード検索
では抽出できない文献も当然あり、十分な数とはい
えないが、まずはこれらの言説を精査・分析し、
1945年以降の保育における紙芝居の概略をつかみた
いと考える。

２．紙芝居と幼稚園教育要領等との関わり

　1945年以降の保育における紙芝居について考察し
ていくうえで、まず幼稚園教育要領等と紙芝居との
の関わりを確認しておきたい（表１参照）。
　1948（昭和23）年、戦後早々に文部省より幼稚園
教育に関する方向性が、「保育要領−幼児教育の手
びき」（以下、「保育要領」と記す）としてだされて
いるが、そこでは「紙芝居」は「幼児の一日の生活」
のなかの「集団遊び」の項目にみられる。「この時間
に、お話・レコード鑑賞・紙芝居・指人形芝居など
をするのも一方法である」と、集団遊びの中の一方
法として紹介されている。
　「保育要領」を改定し、1956（昭和31）年にださ
れた「幼稚園教育要領」では、「紙芝居」は「言語」
に含まれ、「絵本・紙しばい・劇・幻燈・映画などを
楽しむ」と示されている。さらに、その具体的内容
として、単に見て楽しむだけでなく、幼児自身が演
じたり、感想を発表したりする活動が盛り込まれて
いる。また、幻燈や映画などと並んで視聴覚教材の
一つとして扱われているのがわかる。
　次の1964（昭和39）年の改定では、見て楽しみ、
話の筋がわかるだけでなく、「見たこと、聞いたこと、
感じたことなどを紙しばいや劇的な活動などで表現

保育における紙芝居の動向
佐々木由美子

− 54 −



する」と書かれている。つまり、紙芝居が幼児の表
現方法の一つとして取り上げられているのがわかる。
そして、５領域になった1989（平成元）年の幼稚園
教育要領においては、「紙芝居」という言葉は姿を
消す。再び、「紙芝居」という語を見いだすのは
2017（平成29）年の幼稚園、保育所、幼保連携型
認定こども園の３法令同時改定（改正）においてで
ある。「１歳以上３歳未満児の保育」の領域「言葉」
のなかに、「絵本や紙芝居を楽しみ、簡単な言葉を
繰り返したり、模倣をしたりして遊ぶ」と記されて
いる。「絵本や物語等に親しむとともに、言葉のやり
とりを通じて身近な人と気持ちを通わせる」という

「言葉」の「ねらい」の「絵本や物語」の部分をよ
り具体化させたものであるといえる。
　幼稚園教育要領の記述を見る限り、紙芝居は単に
見て楽しむだけでなく、子ども自身が演じたり、発
表したり、表現したりといった1940年前半に主張さ
れた多面的な活用が薦められているのがわかる。し
かし、紙芝居をめぐる言説を調べていくと、幼稚園
教育要領が出たことによって紙芝居の扱い方が変
わったというよりも、むしろすでに保育現場で工夫・
実践されていたことが教育要領に反映されていった
部分が大きいのではないかと思われる。
　次項では1945年以降の言説を通して、紙芝居の
動向について考察していく。

表１　幼稚園教育要領等と紙芝居
1948年
保育要領
−幼児教育の
手びき

「この時間に、お話・レコード鑑賞・
紙芝居・指人形芝居などをするのも
一方法である」

（五「幼児の一日の生活」・「集団遊び」）

1956年
幼稚園教育要
領制定
健 康、 社 会、
自 然、 言 語、
音 楽リズム、
絵画制作

３． 絵本・紙しばい・劇・幻燈・映画
などを楽しむ。

・ 紙しばいや人形しばいをしたり、見
たりする。

・ 紙しばい・人形しばい・劇・幻燈・
映画などを見たあとで、感じたこと
を発表する。

（「言語」）

1964年
幼稚園教育要
領改定

４． 絵本、紙しばいなどに親しみ、想
像力を豊かにする。

（1） 絵本、紙しばい、放送などを喜ん
でみたり聞いたりする。

（2） 絵本、紙しばい、放送などをみた
り聞いたりして、その内容や筋が
わかるようになる。

（3） 見たこと、聞いたこと、感じたこ
となどを紙しばいや劇的な活動な
どで表現する。

（「言語」）

1989年
幼稚園教育要
領改定
健康、人間関
係、環境、言
葉、表現の５
領域になる

絵本や物語などに親しみ、興味をもっ
て聞き想像する楽しさを味わう。

（「言葉」）

2017
幼稚園教育要
領・保育所保
育指針・幼保
連携型認定こ
ども園教育・
保育要領

１歳以上３歳未満児の保育
絵本や紙芝居を楽しみ、簡単な言葉
を繰り返したり、模倣をしたりして遊
ぶ。

（保育所保育指針、認定こども園教育・
保育要領「言葉」）

３�．1945年以降の保育における紙芝居の動
向

　1945年以降の言説を整理していくと、紙芝居の動
向を大きく３つの時期に分類できると思われる。も
ちろん、ある年を境に唐突に変化が起こるわけでは
ないが、言説を俯瞰すると紙芝居の活況や凋落、保
育の中での捉え方自体も変化しているのがうかがえ
る。
　1945年から60年代くらいまでは、紙芝居の保育
現場への普及と研究が熱心におこなわれた活気溢れ
る時期である。また、視聴覚教育の枠組みのなかで、
紙芝居の独自性が新たに見直されたのもこの時期で
ある。続く1960年代後半から70年代にかけては、
これまで小学校の教材としても用いられていた紙芝
居が保育に特化されるようになり、紙芝居の制作や
供給が安定化したと同時に停滞が見え始めた時期で
ある。そして、1970年代後半から80年代にかけては、
すぐれた物語絵本の台頭により、次第に絵本にその
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座を奪われていく時期である。
　では、それぞれの時期における特徴をみていきた
い。
　
（１）1945〜60年代
１）多彩な紙芝居・多様な実践
① 多彩な紙芝居の創出
　1948年の「保育要領」では集団遊びの一方法と
してのみ記されていた紙芝居だが、1950年代の紙芝
居に関する言説をみると、紙芝居を用いた実に多様
な実践が報告され、それに伴い旧来の紙芝居の型を
破るような多彩な紙芝居が登場している。
　たとえば、「さしこみ絵」を用いた子ども参加型の
紙芝居である。以下に引用するのは、平井信義ら編

（1953）『幼児保育の知識』のなかの「紙芝居」の項
である。
　
　　 従来は、既製・自作とも、できあがったものを、

演出者が手にして使うばかりで、みるものの参
加は、あまり考りょされていなかった。途中で、
一しょに歌を歌うことは、時々こころみられたし、
話し合いをしながら紙芝居をすすめることも、
なされていたが、今後は、みている子どもたち
も参加して、「つくりながら」紙芝居をはこんで
いく仕方を、活用したい。そのためには、紙芝
居としてまとまりのある絵のほかに、絵の一部
に、組みかえのきくところをつくったり、（これを、

「部絵」とか「組みかえ絵」と呼ぶことにし）、
また、さしこみ場所をもうけて、「さしこみ絵」
を幾つか用意し、その中から子どもたちに、選
択しさしこんでもらいながら、紙芝居が進めら
れるように、工夫することである。９

　ここからもわかるように、1950年前半、紙芝居を
みながらいっしょに歌ったり、話し合いをしたりする
実践はすでに行われていたようである。紙芝居が単
なる娯楽としてではなく、保育の中に根付き、教具
として活用されていた一端がうかがわれる。そして、
ここではさらに「みている子どもたちも参加して、「つ
くりながら」紙芝居をはこんでいく仕方を活用した
い」と、子どもたちが選んだ絵を差し込んだり、組
みかえたりできる「組みかえ絵」「さしこみ絵」を用
いた紙芝居が提唱されている。子どもが選ぶ絵に
よって、物語も既成のものではなく、新たに作り出
されていくことになる。子どもたちと共に紙芝居を
楽しみながら、言葉や想像力を伸ばしていく実践だ
といえる。戦前・戦中の紙芝居には、絵の一部に別
紙の絵を差し込むことによって場面を変化させる「さ
しこみ」といわれる演出方法があったが、ここで提
唱されているのは演出ではなく、子どもたちが演じ
手として紙芝居に加わり、協働しながら進めていく
ための工夫であるといえる。
　ほかにも、童画家である木俣武が発案し、普及に
尽力した「いろかげえ透視紙芝居」がある。木俣

（1955）は、カラーセロファンを組み合わせることに
よって制作していく、いろかげえを「新しい光の芸術」
であると述べ、次のようにその教育性に言及してい

図１　「さしこみ絵」を使った実際例
（『幼児保育の知識』p.183より）
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る。
　
　　 色セロファンを切って重ね合わせる誰にでもた

やすく色を構成させることが出来ますので、幼
稚園や保育園等においても園児に楽しい色あそ
びとして色彩教育への試みとして発展させる要
素を含んでおります。

　　 　又、いろかげえはそれに影絵を組合わせるこ
とに依って、透してみる新しい形式の影絵紙芝
居にまで飛躍させることが出来るのであります。10

　こうした新たな紙芝居は、保育者のなかからも生
まれている。以下は保育雑誌『保育の友』に掲載さ
れた、山形県寒河江市保育所の保育者である永井
エイ子（1959）によって報告された「紙芝居の応用」
である。
　
　　 戦後、視聴覚教育が大きく取り上げられてきま

した。私達保母のグループでも、以前から、紙
芝居などを交換して見せ合つておりましたが、
既成の紙芝居では、なにか物足りなく思い、一
部でも動くものを作ってみたら、子ども達はど
んなにか喜ぶのではないかと話し合い、次のよ
うなものを作ってみました。

　　・動く紙芝居
　　・折紙紙芝居
　　・立体紙芝居
　　・ペープサート（動くもの）
　　・影絵… 色のついたもの　白黒のもの　動くも

の　　　　（中略）
　　 ストーリーが出来て下絵をかいたなら、その画面

のどこを動かしたらいちばん効果があるかを考
え、その場面を動かすようにします。全場面で
なくともストーリーによつては、半分位でも、また、
既成の紙芝居に動く場面を取り入れてもよいと
思います。はじめて園児たちに見せた時の子ど
もたちの喜びようは、大変なものでした。11

　絵の一部に切れ込みをいれたり、絵を糸でとめた
りすることで、絵が動くように工夫した「動く紙芝居」
や「折紙紙芝居」、「立体紙芝居」のほか、「音楽紙
芝居」、「写真紙芝居」、「トーキー紙芝居」、「紙皿紙
芝居」など多彩な紙芝居が制作されていたことが、
この時期の言説からうかがわれる。あわせて、保育
者の間で、かなり熱心に紙芝居の研修が行われてい
た様子が伝わってくる。
　
② 話し合い・制作・演じることの重視
　一方、実践面では、単にみて楽しむだけでなく、
話し合いや、作ること、演じることを重視する言説
が多々見られる。一例を以下にあげる。（下線は筆
者による）
　
　　 紙芝居の説明をしながら、幼兒たちと話しあい

をしていくことはぜひとも覚えていただきたい
と思います。普通の街頭紙芝居などでは、こう
したお客さんとの話しあいはけっしていたしま
せんが、幼兒たちのための紙芝居ではこの話し
あいが大切なのです。 （松葉重庸1950）12

　　 終ったあと、または途中で幼児たちとの話し合
いをする。感想、あら筋の発表、或いは内容に
よっては自分たちの生活と結びつけて話し合い
をする。さらに進んでは、こどもたちに紙芝居
を演じさせてもよい。

（猪股辰弥・野間郁夫1955）13

　　 紙芝居をみせたあとでは、必ず子どもと話合う
ようにしたいものです。（中略）自由に意見を発
表させて、子どもなりに作品の評価ができるよ
うにみちびきたいと思います。つまり紙芝居鑑
賞の態度を少しずつやしなってゆくことに、指
導の重点をおくべきだと思います。

（長谷川和夫1955）14

　いずれも、幼児のための紙芝居における話し合い
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の大切さを説いている。紙芝居を見せながら、ある
いは見終わった後に、内容や感じたことについて話
し合うことを通して理解を深め、さらには子どもた
ち自身が作品の良し悪しを判断できるような「紙芝
居鑑賞の態度」を養っていくべきだともいう。この
当時、話し合いは、教材としての紙芝居を生かすう
えで欠かすことのできない大切な方法だと考えられ
ていたのだと思われる。
　また、見ること・聞くことから、作ること、そして
演じることへといった、一連の実践が展開されてい
る。

　　 紙芝居への興味を、見る興味から作る興味に向
け、お互いに見せる者と見る者の立場を交代す
る練習をすれば非常に効果がある。年の小さい
子供でも、例えば前進座保育園の子供たちは、
まず討論を行つて役割をきめ、ポスター係まで
こしらえて、紙芝居大会をもよおすところまで
やつてのけるのである。

 （乾孝・相島敏夫1950）15

　　 童話を聞いたあとで、それを絵画表現し、紙芝
居の製作へ導く方法は、よく行われている。こ
の方法は聞くことから描くことへ、そしてさらに、
それを話すことへ発展させることにより、一つ
のテーマを多面的な活動へ導き、しかも、興味
のある生き生きした活動を展開する方法として、
おもしろいと思う。

 （舟木哲朗1957）16

　ここでは、見ること・聞くことから制作活動へ、
さらに自作の紙芝居を演じて披露し合う活動へと発
展させている実践が報告されている。紙芝居の制作
は、さまざまな園で、かなり積極的に行っていたよ
うで、実際に板橋の保育園児たちが制作した「どん
どんお山をのぼって行く」や、麹町保育園園児らに
よる「たろううさぎとちびくま」といった紙芝居が出
版されている。また、東京都公立保育園研究会のメ

ンバーらが中心となった幼児教育紙芝居研究会のな
かからも、すぐれた作品がシリーズで出版されるな
ど、保育実践の場から誕生した数々の紙芝居が、保
育と紙芝居の様相を端的に表しているといえる。
　この時期、単に受け身で楽しむだけでなく、紙芝
居への興味を多方面に広げ、紙芝居を通しての話し
合い、制作、演じあい、役割を決めての紙芝居大会
など、戦前に提唱されていた紙芝居の活用法が、よ
り豊かに具体的に展開していたといえる。

２）視聴覚教材としての紙芝居
① 豊富な視聴覚教材
　1950年代にかけての、もう一つの特徴として、終
戦後の占領期下、アメリカ政府の推進した視覚教育
計画によって、視聴覚教育の理論化や普及が進んだ
ことである。1951年には、それまで「映画教育」あ
るいは「放送教育」等とよばれていたものが、「視
聴覚教育」と公的に名称統一され17、日本の視聴覚
教育が成立していく。紙芝居はもちろん、幻灯（ス
ライド）や映画、ラジオ、レコードさらには1953年
に放送が開始されたテレビなどが、教育用の教材と
して積極的に教育現場に導入されていく仕組みが出
来上がっていく。
　永井エイ子（1959）の「戦後、視聴覚教育が大き
く取り上げられてきました」18という言葉からも、ま
た、山田巌雄（1954）の「この頃は紙芝居も幻灯も
幼児向きのものが次々と刊行されて、材料が少な
かった昔のなげきはどこへやら、反って限られた予
算で、どれを買い求めたらよいのか頭を悩まされる
ほどです」19という言葉からも、その活況ぶりがうか
がわれる。『視聴覚教育』、『保育の友』、『幼児と保育』
等の雑誌では、「今月の紙芝居から」「新作紙芝居」
といったコーナーが設けられ、新作紙芝居の紹介や
作品批評などが熱心にとりあげられている。『幼児と
保育』の創刊号（1955.4）から、「紙芝居」のページ
を担当してきた長谷川和夫は、映写機の普及をうけ
て、次のように述べている。
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　　 最近は幼稚園や保育所に幻燈の映写機が相当
に普及してきたので今月から紙芝居と共に幼児
向きスライドも紹介することにした。暗室の中
でスクリーンに投影する美しいスライドは幼児
の注意をひき、興味をそそる教具の一つである。
スライドも紙芝居も視聴覚教具としてはどちら
も有効なもので、できれば両方とも設備して効
果的に利用されることが望ましい。20

　そのため、『幼児と保育』３巻２号（1957.5）から
はページタイトルを「紙芝居」から「紙芝居とスラ
イド」と改めている。しかし、紙芝居とスライドを
併せて紹介する欄は、２年ほどで終わっている。５
巻５号（1959.8）からは「かみしばい」という欄にな
り、再び紙芝居のみの紹介に戻っている。保育室を
暗くして上映するスライドは、日常的な保育のなか
で頻繁に活用するのは難しかったのではないだろう
か。
　この時期、豊富な視聴覚教材が登場し、教材の教
育的意義や効果的な活用法について議論がされるな
か、紙芝居と他の視聴覚教材を組み合わせていくこ
とも模索されている。たとえば、保育座談会「視聴
覚教育を有効にするために」（1955）では、カラーセ
ロファンを用いた木俣武の「いろかげえ透視紙芝居」
を、「映画への移行段階として必要」であり、刺激の
強い映画と異なり、動きも少なく、「映画と紙芝居の
両面を加味したもの」で「幼児に大変いい」と評価
している。さらに、幼児向けの映画には「紙芝居の
面も含んでいると云った二面のある映画をつくる」
ことも必要ではないか、という意見もみられる21。
　また、子どもたちがつくった紙芝居を保育者が撮
影し、スライドとして映写する実践も紹介され、「紙
芝居と云う日本独得の文化財をとらえて、皆がつく
り、映画の形式にくみたてれば、新しいいき方だし、
非常に有意義な運動ともなりますね」22と、紙芝居
とスライド、あるいは紙芝居と映画をつないでいく
ような方法が論じられている。

② 見直される紙芝居のよさ
　このように視聴覚教育という枠組みで、他のメディ
アとともに論じられるなか、紙芝居の価値や独自性
も見出されていく。特に1960年代以降、テレビの普
及が進み、本格的なテレビ時代を迎えるにつれ、紙
芝居はもう古いという言説がある一方で、逆に人が
直接演じる紙芝居のよさを見直す声が高まっていく。
長谷川和夫（1959）は、テレビや映画と比較しつつ、
紙芝居を次のように評価している。
　
　　 子どもにとってはテレビと映画はひじょうに清

新な、しかも動きがありますので魅力的だと思
うんですけれど（中略）教室でふだん顔なじみ
の先生が、いろいろな声を出して自分たちの顔
を見ながらやってくれるところに、それが子ど
もには何よりも親しめるし、教材としても高く評
価するところだと思うんですがね23。

　　 テレビジョンの場合だったら映画もそうですけ
れども、一定の時間でもって画面が次から次に
消えていってしまう。紙芝居の場合だったら子
どもの顔を見ながらやっていますから、つまり、
子どもの環境を害さない程度で深い感銘を与え
ることができるんじゃないかと思うんです。（中
略）紙芝居が特に幼児にいいというのはそうい
うところじゃないかと思う24。

　
　画面が一方的に進んでいくテレビや映画と異なり、
対面式の紙芝居は、保育者が子どもたちの様子を見
ながら、やりとりをしたり、補ったりしながら進めて
いくことができる。そうした点が、教材としても、ま
た幼児にとっても、ふさわしいのだと述べている。
さらに、紙芝居であれば、幼児自身が自作したり、
演じたりできるうえ、交代あるいはグループになっ
て演じることもできる。このように幼児自らが主体的
に取り組むことができるのも、紙芝居のよさである
と述べている25。
　テレビの普及に伴って、街頭紙芝居はその姿を消
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していくことになるが、保育における紙芝居はさま
ざまな視聴覚教材という枠組みのなかで、より幼児
にふさわしい教材として認識・定着していったとい
える。国産のテレビアニメの放映が始まり、「テレビっ
子」という言葉が使われるようになった60年代、さ
らに70年代から80年代には一家に一台ではなく、テ
レビの個別視聴のきざしも見られるようになり、子
どもとテレビの問題はより深刻化する。そうしたな
かで、1985年に川崎大治の「おさるのラッパ」や「か
かしのくんしょう」といった、戦中の名作紙芝居が
復刊されている。復刊にあたり、堀尾青史（1984）
は60年代から図書館で紙芝居の貸出がはじまった
エピソードや、紙芝居ならではの魅力を次のように
述べている。
　
　　 ＴＶづけの子どもの問題はどのくらい論じられ

てきたかわかりません。いまさらいうまでもあり
ませんが、子どもを時間帯でしばり、一方通行
の押しつけで、内容的に問題が多く、声も音響
も機械音です。（中略）

　　 図書館に紙芝居が置かれ、貸出しをするように
なったのは、一九六〇（昭和三五）年品川区立
図書館が始まりですが、それは子どもの要求が
あったからでした。子どもたちは、紙芝居が好
きなのです。新聞記事によると「はなしがわか
りやすい」「絵が好き」「読んであげるとよろこ
ばれるので」「声を出して読むのが面白い」と
答えており、またある母親は「めまぐるしいテ
レビの画像よりも、家族の声で読み語れる紙芝
居の方が強く子どもたちの心をとらえるようで
す」と図書館の調査に答えています。これはい
かにＴＶが面白くても、人間の肉声と人格は届
かないことを示しています。26

　
　どんなにテレビが面白くても、深いところで子ど
もの心に届くのは、ぬくもりをもった人の声で手渡さ
れる紙芝居だというのである。紙芝居のこうした対
面的・双方向的コミュニケーションの魅力は、もち

ろん最初から備わっていた特質である。しかし、視
聴覚教育やテレビの普及等、時代や社会の変化の中
で、改めてより明確に認識されたのだといえよう。

（２）1960年代後半〜70年代
　安定と停滞-減少する出版社・教科書化する紙芝居
　保育現場で、豊かな実践が繰り広げられた紙芝居
だが、経営的にはけっして順調というわけではなかっ
た。その要因として、その他メディアの台頭や、戦前・
戦中期に数多く出版されていた大人向けや小学生向
けの紙芝居作品が減少したこと等が挙げられる。戦
中には20以上あったという制作所も次々に減少し、
1950年代の終わりには数社になっている。稲庭桂子

（1959）は、次のように述べている。

　　 現在、出版を続けているのは、童心社、教育画
劇、日本画劇の三社だが、このうち二社までが、
予約制をとり、月二本ずつ、定期的に配布する
ような形をとっている。園のほうでも、はっきり、
カリキュラムと関連させ、いわば、文字のない
教科書のような形で、使われだしてきたのであ
る。（中略）生活指導や、行事の作品が求めら
れるようになってきたことは、紙芝居が教科書
化してきた新しい方向を示すものといえよう。27

　1959年時点で紙芝居の出版を続けているのは、わ
ずか３社であり、うち２社が予約制をとり、月に２作
品ずつを定期的に幼稚園・保育園に配本する形を
とっているのだという。種々存在した紙芝居が淘汰
され、幼児や教育・保育に特化して命脈を保ったの
だともいえるだろう。さらに、1967年に文部省によ
る「第一次教材整備十カ年計画」の実施によって、
これまで小学校の教材としても用いられていた紙芝
居が、学校教育から締め出され、販売部数も激減す
る。これによって幼児向き紙芝居以外の出版の可能
性がほぼ失われていったのである。
　こうしたなか、保育現場においては、「紙芝居を
使わない幼稚園保育園はおそらく一つもない」28よ
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うな状況が生まれ、長谷川（1960）がいうように「紙
芝居をつかう先生が限られた、ほんの一部の人だけ
だったころにくらべて最近はどの先生も、先生がた
全部が紙芝居を使うようになってきた」29というほど、
紙芝居は保育のなかに定着していく。
　しかし、定期配本システムや紙芝居の教科書化は、
紙芝居の制作・出版を安定させ、保育カリキュラム
と密接な紙芝居を提供するというプラスの面もある
一方で、質の低下や紙芝居の停滞を招くことにもなっ
ていく。織田まゆみ（1993）が後に指摘しているよ
うに、この予約制の定期配本システムや紙芝居の
セット販売には「質のよい物を作る・選ぶという、
作り手と受け手の緊張関係がない。平均的なものを
作れば、そこそこ、主に園の需要があるのだろうか。
だが、これでは紙芝居の質的向上は望めないであろ
う」30といった事態をまねくことにもなったのである。

（３）1970年代後半〜80年代
　絵本の台頭と紙芝居の衰退
　また、1953年に岩波の子どもの本が、1956年には
福音館書店の月刊絵本「こどものとも」がそれぞれ
創刊され、60年代から70年代には多くのすぐれた物
語絵本が子どもたちに手渡されるようになっていく。
70年代を「絵本の時代」といったのは、戦中から教
育紙芝居運動を担ってきた一人でもある堀尾青史で
ある。堀尾はまた保育者を対象としたセミナーも担
当していたが、1976年に当時の状況を次のように述
べている。

　　 われわれの経験によると、セミナーでの受講率
は絵本を一〇〇とすると紙芝居は五〇から
六〇％くらいです。なんといってもいまは絵本
の時代で二〇年前とは比較になりません。
一九五三年に岩波書店から「岩波子どもの本」
が刊行されてから、絵本の認識が変わったと
いってよいでしょう。（中略）おもちゃ扱いにさ
れていた絵本を正当な位置へ引き上げた功績と
共に、出版社や作家画家を刺激したことも確か

で、しだいに創作のよい絵本が出版され、月刊
絵本を便宜的に与えていた園も反省し、それら
全体としての影響からますます活発に出版がふ
えるありさまで、現在は少し多すぎる感じにな
りました。31

　絵本の質が向上することで、絵本そのものの認識
が変わり、さらに良い作品が創作されていったのだ
という。実際、この時期の作品をあげてみると、『ぐ
りとぐら』（中川李枝子・山脇百合子1963）をはじめ、

『てんぐちゃんとだるまちゃん』（加古里子1967）、
『スーホの白い馬』（大塚勇三・赤羽末吉1967）、『わ
たしのワンピース』（西巻茅子1969）、『ねずみくんの
チョッキ』（なかえよしを・上野紀子1974）、『はじめ
てのおつかい』（筒井頼子・林明子1976）等々、今
なお読み継がれている作品が並ぶ。1980年には、赤
羽末吉が国際アンデルセン賞の作画賞を受賞し、日
本の絵本は国際的な評価も受けていく。保育者の関
心や注目が絵本に向いたのも自然なことだっただろ
う。こうした流れは1980年代から90年代にもおよび、
織田（1993）が「紙芝居は、幼稚園・保育園で重視
する教材としては、絵本に続く第二位である」32と
述べている状況が定着していく。
　こうしたなか、紙芝居についての理解に欠ける安
易な作品も横行するようになっていく。特に絵本の
絵と区別がないような紙芝居の絵が描かれるように
なっている。堀尾（1986）は、80年代の紙芝居の質
の低下を次のように指摘している。

　　 絵本の絵をそのまま紙芝居にもってきても、そ
れは紙芝居とはいえない。（中略）水墨画を見
ればわかるんですけれど、非常に省略を駆使し、
空間を上手に生かして、描かれた存在を浮き立
たせています。紙芝居の場合にも似たような独
自の描き方というものが要求されるといってよ
いでしょう。（中略）そこにいっこう結びついて
くれないというのが、現在の紙芝居の絵の状況
です。（中略）絵本に描くような細い線でしか
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描かれていないものだから、せっかくのおもし
ろさ、楽しさというものが、強く訴えてこない。
まことに損なことですね。そういう状態の作品
が多くなったので、全般的に平板になってしま
いましたね。33

　こうした紙芝居の質の低下を危惧する言説は、図
書館からも聞こえてくる。司書である小河内芳子

（1985）は、図書館で紙芝居の子どもへの貸出が貸
出総数の10％にもなることを紹介し、「こうして子ど
もたちに人気があるのに、紙しばいには本当にいい
と思うものがなくてね、と図書館員たちは嘆く」と、
現状を報告している。絵本のように評価基準がはっ
きりしていないことや、セット販売や一般書店にで
ないといった特殊性が「安易な製作態度を生み出し
ているのではないだろうか」34と、同様な指摘をし
ている。
　1989年の幼稚園教育要領から「紙芝居」という言
葉が消えた要因は定かではない。しかし、1945年以
降、紙芝居が保育に特化していく過程の中で、その
閉塞性ゆえに衰退を余儀なくされていったのだとも
いえる。
　
４．おわりに

　戦前・戦中に提唱された保育教材としての紙芝居
が、1945年以降、どのような経緯をたどってきたの
かについて、言説から考察してきた。1945年から50
年代を通して、単に紙芝居を見て楽しむだけでなく、
戦前・戦中期に主張されたような紙芝居の多面的・ 
総合的な活用がみられ、見ること・聞くことから作
ること、表現すること、さらには協同的活動へと、
豊かな保育実践が展開されていたことが確認でき
た。また、そうした実践とあわせて、色彩教育の要
素も備えた「いろかげえ透視紙芝居」や、「組みか
え絵」をつかった子ども参加型の紙芝居等、これま
での紙芝居の概念を打ち破るような新たな紙芝居
が、専門家や保育者のなかから生み出されていた。
現在の紙芝居の活用状況と比較しても、かなり熱心

に教材研究が行われ、積極的に紙芝居を活用してい
たことがうかがわれる。戦前に花開いた保育教材と
しての紙芝居は、1945年以降、その主張や理念を引
き継ぎ、さらに豊かな実践を試みながら、保育に根
ざしていったといえる。
　1960年代以降、スライドや映画、テレビなどの普
及が進むなか、紙芝居の特質や良さが再発見され、
幼児にふさわしい教材として評価されていく。紙芝
居が保育教材として認識・定着されていくなかで、
保育園・幼稚園を中心とした予約配本システムやセッ
ト販売といった形態が、さらに紙芝居を保育に特化
したものとしていく。それは、反面、かつて大人も
含めすべての人に開かれていた門戸を紙芝居自らが
閉ざしていくことでもあった。保育教材に特化する
ことで経営や制作に安定をもたらしたものの、安易
な制作から質の低下を招く一因ともなっていく。さ
らに追い討ちをかけたのが、1960年から70年代にか
けて出版された数多くのすぐれた創作絵本であっ
た。絵本の評価が高まる中、作家や画家の力が新た
な表現形式としての絵本にそそがれ、絵本は豊かに
その領野を広げていく。絵本も紙芝居も、絵と言葉
で物語るという点では同じだが、本来、その性質は
大きく異なっている。その違いや特質があまり理解
されないまま作られる紙芝居も増えていった。1986
年に堀尾が、絵本の絵をそのままもってきたような
紙芝居が制作されるようになったと批判しているの
もこのためだろう。
　絵本が優勢になったとはいえ、1980年代は現在よ
りも、より積極的に紙芝居が活用されていたようで
ある。1983年に子どもの文化研究所が調査した「保
育園・幼稚園における紙芝居の現状」35によると、
紙芝居をどのくらい演じるかという質問に対して、

「毎日１～５回ぐらい」という答えが最多であり、週
に１～２回という、2012年の鬢櫛・野崎らの調査結
果をはるかに上回って活用されていたことがわかる。
質の低下と批判されながらも、それでもなお紙芝居
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。そもそも、戦前・戦中期において
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は紙芝居は子どもから大人までを引きつけてやまな
いメディアだったのである。2000年代以降、紙芝居
は日本独自の文化財として、保育だけでなく、高齢
者向け、あるいは海外へとその対象を広げ、新たな
可能性を開きつつある。36

　本論では1945年以降の、保育における紙芝居の
動向をみてきた。扱った時代が広範だったため、概
略を描き出すにとどまってしまったが、戦後、豊か
な保育実践が行われていたことは確認できた。現在、
保育の隙間時間に使われることが多いといわれる紙
芝居だが、過去の豊かな実践に学ぶことや、制作に
おいても戦前のように保育者、制作者、研究者らが
集い、もっと紙芝居について多くを語り合う時間が
必要なのではないだろうか。
　今後、さらにそれぞれの年代ごとに検討を重ねて
いくことで、保育における紙芝居について諸側面か
ら明らかにしていきたいと考える。
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