演じる！
インタビュー

紙芝居を芸能に！
†

紙芝居師・梅田佳声さん
大人、特に老人の鑑賞に耐え得る演じ方を身につける方法はあるのか？ 芸能の
一ジャンルとして演じ方を確立したバックグラウンドは広く深い。人生そのもの
アドリブ全開の演じ姿は介護に通じている。
がにじみ出てくる。優しい顔と佳声で、
（インタビュアー：遠山昭雄）
イラスト：やべみつのり

生い立ち・紙芝居コンクール
ハイ、私は昭和 3 年、東京の下町、京橋・新川

の生まれです。紙芝居が始まったのが昭和 5 年と

街頭紙芝居初体験
当時、目黒の柿ノ木坂に住んでいまして、近所

に紙芝居の会社ができた。売人（演者）を募集中

いいますから、紙芝居は弟みたいなもんでさぁ、

というんで早速行って、即採用。社長曰く “高尚

子どもの頃、紙芝居ごっこが大流行、菓子の空

う信念、スポンサーにはハリスのガムも付いてい

アハハ。

箱なんかに四角い窓を開けて、勝手な話をこしら

な紙芝居をつくって、愚劣な紙芝居を追放” とい
る、と威勢がよい。7 人の演者たちに講習が始ま

えちゃぁ、友だち同士で演り合ったりして。でも、

った。できたての紙芝居は、立派な用紙、絵の具

ゃそうだ、子どもだもん。

ごい。

本物の紙芝居屋さんが来ると観るほう専門。そり
大人になってからも紙芝居とは縁がある。昭和

28 年頃、東京都主催の紙芝居コンクールに勧め

られて参加したのです。つてを頼って紙芝居を借
りに、右 手 和子さん

※1

を訪ねると、右手さんが

でピカピカ。講師も一流の口演童話家。これはす
講習生仲間に芝居好きの友人ができた。慣れた

ところで講習も終わり、お手当もいただいて、さ
あ、街頭へ出陣だ！

心細いので彼と一緒に行

こうと決め、紙芝居を風呂敷に包み、テクテク 2

選んでくださったのが、ほるぷ社刊『子供の海』

人が向かったのは高級住宅街 “桜新町”。選んだ

予選を順調に勝ち抜いて、決勝は次点で終わり

い。いや、この街こそ清く正しいわれらに似つか

でした。ジャワの民話で影絵調の作品です。

ました。ウーム悔しい……。賞品は毛布です。は
じめての賞品ですから、忘れっこありません。

わけではないが、紙芝居を観るような街じゃな

わしいはず、と覚悟を決め、交替でカンカンカン

カン拍子木やたらに打ち鳴らし、驚き飛び出す坊

ちゃんや嬢ちゃんを客として、水飴代わりのガム

※1 右手和子…街頭紙芝居の製作・貸元の家・父右手悟浄氏の娘に生まれる。舞台芸術学院卒の声優で紙芝居実演家。紙芝居実演指導の第一
人者。惜しまれて 2011 年没。
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1 枚でなくハサミでチョキ
3 ミリ幅で売りつける。
ン、
頼りないガムを口にし

た 子 ど も は「 お じ さ ん、
溶けちゃった」「君の唾は

消化力が強いんだぜ、よ

かったよかった」って何

がいいんだかわからない。

清く正しい紙芝居の夢もガムと一緒に溶けちゃっ
た（笑）。

伝っているうちに出合ったのがドサ廻り、旅役者

というロマンに魅かれ旅に出た。村から村へは牛

車で、田舎風景はよいけれど、ハエがブンブン、

本物の芝居へ
紙芝居の相棒が、新演伎座付属演技研究所へ一

緒に行こうとやってきた。よし来た、役者の世界

も悪くない。二つ返事で同行、渋谷のけいこ場へ

通うことになった。しかしここは付属の養成所だ。
本家（新演伎座

して研究所から抜けてしまい、いろんな劇団を手

※2

）は長谷川一夫、山田五十鈴

などの大スター綺羅星のごとき劇団。かたや付属

楽屋の隣が牛舎だから仕方がない。悪ガキどもが
寄ってくる。「おじさん、今日斬られるんだろ」
「バ

カ、まだ決まっちゃいねぇ」。これじゃあ判決待
っている死刑囚だよ（笑）。

こういう芝居は、毎日異なる演目だから、口立

てで演じます。年長の役者が筋立てを述べると

各々がセリフを考え、なお、役柄も理解して演じ

は星屑の集まり……。だが、この屑の中に、若き

るので脚色も兼ねている。ノートもとらずに記憶

知る話。

慣れました。口立ては何でもあり。

日の若尾文子さんが埋もれていたのは、神のみぞ
さて、そのうち他の劇団からお誘いがあったり

するのにはまったく感心したが、自分も少しずつ
――老人登場「娘を売ったこの大金、さぞ待っ

※ 2 新演伎座…昭和 17 年に俳優の長谷川一夫が山田五十鈴らと設立した日本の劇団。佳声さんが加わったのは昭和 23 年頃。
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梅田佳声（うめだ・かせい）
昭和 3 年、東京都中央区京橋出身。昭和 56 年、台東区立下町風俗資料館において森下正雄氏より借りた『ライオンマン』にて街頭紙芝
居復活上演を始め、のちに毎月第一日曜日の定期上演となり現在も続行中。平成 14 年、九段下の国立昭和館にて、館蔵街頭紙芝居を上
演、奇数月第 4 日曜日定期上演となり現在も続行中。学校、イベント、演芸場、テレビ、寄席、独演会、老人施設での上演もしている。

ているであろう……少しも早う、おお、そうじゃ」

こんな生活に突然の別れです。胸膜炎になりま

と楽屋から「マダヨ」。とたんに、老人「うーむ、

した。国立病院に入院、街では♪オリンピックの

無責任なことこのうえない。ここでつまづかない

心機一転、印刷会社に入り会社員になりました。

にピッタリとはまるとは、おしゃかさまでも気が

が初舞台、演じているうちに昔の調子が蘇り、私

山の端に日が落ちて、野面に闇が訪れると蛙の

悟ができました。それから 30 年、現在も現役で

早く帰ってみても用はなし、ああいい景色だ」。
のが口立ての役者である。この技術が街頭紙芝居
つくめえ！

合唱に送られて村人たちがやってくる。掛小屋は

昼間のけだるさを吹き飛ばし、熱狂の渦が巻いて

いる。どよめく笑いと黄色い声援、新舞踏のあと、
強欲で好色な悪親分と乾分たちに、ついに正義の

剣が降りかかる。大五郎一家を斬殺して、狂喜す

る客席に流し目をくれながら去る好い男、舞台に
山積みされる贈物

※3

です……。

顔と顔♪という曲が流れていました。1 年で退院、
『ライオンマン』
昭和 59 年 5 月 5 日子どもの日、

も観客も楽しく、これならいける！

演じられるのは、数多くの方のご支援の賜で、た
だただありがたく感謝しております。

風俗から芸能へ・街頭紙芝居の魅力
江戸東京博物館映像ライブラリに紙芝居の映像

を探しに行ったときです。芸能の項目にありませ

※3 念のため申しますが、私は子どもがいったとおり、連日斬られ役でした。
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と続ける覚

ん。紙芝居は風俗でした。エーッ、風俗とは売声

や作業唄の類です。そのときふと思ったのは、エ

ンヤコラの唄、土方唄として唄われると風俗だが、

して、学校で教えてくれないことまで紙芝居にゃ
出てくるんだ。

現在、これらのサービスは、願っても叶わない

丸山明宏が舞台で唄えば立派な芸能になる。紙芝

でしょう。大量生産至上主義に逆らうモノづくり

心を動かす演技で風俗から芸能へは可能だ、こう

るか悠久の昔、人間が絵を描き始め、描いた人は

居は絵画、脚本、演劇の総会芸術と思えば、人の

思いついたとき、心が開いて希望がわいてきまし
た。風俗から芸能へレベルアップするんだ！

探し当てた映像は「紙芝居屋さんの一日」。森

下正雄氏

※4

出演のドキュメントでした。

だからです。しかし、考えてもみてください。は

見物に向かい説明を吠えたてたことでしょう。そ

のとき以来、人は人に説明することを連綿と続け
てきたのです。

人の心を開くのは人の言葉です。今、お年寄り

街の紙芝居は魅力がいっぱい、思いつくままに

の心の中には、紙芝居の楽しかった想い出が静か

水飴コネコネ競争は、早く白くしたのが勝ち。

の役目ではないでしょうか。かたく閉じた心の鍵

あげると、まず絵。肉筆だからオーラがある。

続き物が楽しいや、よいところで終わるんだもん。
あとは明日のお楽しみ！

その明日が待ち遠しい

に眠っています。優しくゆり起こすのは、紙芝居

を少しゆるめる、そのお手伝いができるとなりゃ
ぁ、紙芝居冥利に尽きるというもんです。楽しい

こと。はじめてのお金を使ったのも紙芝居だった

気持ちで演っていると、ホラ観るほうに伝染して

ないのは紙芝居のおじさんのこと。小さい子は前

ウフフフ……

ものなぁ。まだまだ他にもあったけど、忘れられ
に、タダ見の子にも優しい。後片付けもキチンと

笑いがこみあげて来てるじゃァありませんか、ネ、

※4 森下正雄…東京都出身の紙芝居師。生涯現役を貫いて紙芝居を実演した。喉頭がんで声を失って以降、手術前の実演の声を録音したカセッ
トテープで紙芝居を演じたことでも知られる。
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紙芝居を

●ときわ ひろみ

手づくり紙芝居

1
0
0

本を超える︑つくり手の名手！

では起きないから︑今後の作品に大注目！

紙芝居の醍醐味
紙芝居を描いてきて 30 年あまり経ちます。自宅で子ども文庫を開いて

いたので、最初の頃はもっぱら子ども向けの作品を、やがて気がついたら
自らの歳に合わせて自己表現の手段として大人向けの紙芝居を多く描いて
いました。
何しろ、描くのがおもしろいのです。楽しいのです。話を考え、絵を描

震災と身内の不幸が重なり︑

﹁生きること生命！﹂ということに今までにない視点で悶々と模索中︒転んでもただ

つくる！ 紙芝居の力

き、そして演じるのですから。それまで書いてきた小説も漫画もまとめて
描けるのですから（後年、それぞれの表現方法の差異に気づくのですが）。
“こりゃあいい” と連日連夜、絵の具だらけになって描いてきました。怖い
もの知らずに演じて歩きました。
私は人間が好きです。

▲

私がつくった作品・関わった作品から―
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3 人の神様が 100 年ぶりに始めた遊びはとば
しっこ。青・赤・緑の神様のオシッコの勢いは
それぞれに違い、観客の男の高齢者の反応がお
もしろい。女性は母性的な目で見ている。男性
はその後しばし昔の遊びの話に熱中する。

②『としょかんどろぼう』
発行 埼玉福祉会

画 やべみつのり
発行 雲母書房

①『とばしっこ』

まちの図書館を想定外の方法で盗んだどろぼう
の話。いまどきの高齢者には図書館利用者が多
く、引っ越し条件の一つに「図書館の近く」と
いうのが増えてきているという。セリフが東北
弁だから、それだけでも喜んで見ていただける。

紙芝居を演じるとき、観客とともに、人といっし
ょに在ることができます。話の世界でともに楽しみ、
おもしろがることができるのです。心が通い合う瞬
間は本当にうれしくなります。
だから、いつもいい紙芝居、魂を揺るがす物語、
言葉・心を遊ばせる絵を描きたいと思っているので
す。と同時に、そんな紙芝居にたくさんめぐり合い
たい、演じてみたいのです。
自分の手づくりと印刷の紙芝居を持って、さまざ
まなところで演じてきました。この頃多いのは、「大
人のための紙芝居」を演じる機会です。観客は私と
さして歳の変らない世代（前期高齢者）から、街頭紙芝居が子どもの頃の
唯一の娯楽・文化だったという世代が大半。つまり紙芝居をよく見てきた
世代。しかし、はじめて行くところのお客さんは、ふてくされた顔がめだ
ちます。
観客のことを考慮しない自己満足的な紙芝居が多いからです。
“どうせ、いつもの子ども騙しだろう”
“アンタが楽しくとも俺たちはちっともおもしろくないぞ”
“なに、いっときの辛抱よ、じきに終わる”
“冗談じゃないよ、わしゃ

寝てるよ”
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戦後、孤児となり、けなげに暮らしている姉弟
のところへ復員兵がやってきて、思いもかけな
かった贈り物をしてくれる。尋ね人の時間やセ
リフの端々に、昔を思い出すよすがが登場する。
観客の 99％が涙する。

④『へったれ嫁ご I・II』
手づくり

画 渡辺享子
発行 雲母書房

③『父のかお 母のかお』

製作時の 2001 年には、今度の原発事故は予想
だにしなかったが、今、脚光を浴びる。作者の
先見の明に驚く馬鹿げた爆笑作品。

そんな心の声が聞こえます。
いやなことがあっても、この場を逃れられる人はいいでしょう。憂さ晴
らしにちょっと一杯飲める人はいいでしょう。ここでずっと我慢をしなけ
りゃならない人にとっては、ストレスなのです。
しかし、大人のための紙芝居、高齢者に向けてつくられた紙芝居には、“あ
れっ？

いつものと違うぞ” と目を向け見ていただけるのです。と、いう

ことで、高齢者の気持ちの丈にかなった、楽しめて心を開く作品を用意し
ていかなければならないのです。紙芝居という優れた日本特有の文化を大
いに高めていかなければと思うのです。
そして、紙芝居を見て、無表情だった人の表情筋がピクリと動き、笑い
出したとき、しゃべり出したとき、紙芝居の醍醐味はここにあり！

と思

うのです。

紙芝居の力
大人のための紙芝居、高齢者向けの紙芝居の観客で、特に町場育ちの人
は、街頭紙芝居や戦意高揚の国策紙芝居まで確かに見たというのですが、
詳しい内容は？

と聞けば、はるかかなたのセピア色。その雰囲気だけが

克明によみがえってくるのです。
“水あめを白くするともう 1 本もらえたよ”

“貧乏だったから銭がなくて、毎度ペロンコしたもんだ”（ペロンコ＝た
だ見／仙台弁）
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ダンス人口は今や 600 万人。主人公は元とび職の
ゲンさん。パートナーのさゆりさんとダンス三昧
の日々だったが、ある出来事で意気消沈、不登校。
飼い猫のトラの生き方を伏線に織りなす老後の淡
い恋のお話。流れるワルツの調べのひととき、甘く
切ない世界に浸れる。監修をやらせていただいた。

⑥『きつねのパラダイス』
手づくり

作 片岡直子
発行 雲母書房

⑤『おどりばダンスホール』

きつねに化かされ、ふだんよりしたいしたいと
思っていたパチンコに手を染めたまじめな 2 人
の教師の話。パチンコ店の場内アナウンスのセ
リフは本物。臨場感を出して演じるとウケる。

ときわひろみ
福岡生まれ、横浜育ち、仙台在住。紙芝居作家・実演家。おもな作品に『おじいさんのできること』
（カ
タツムリ社・第 22 回五山賞特別賞受賞）
、
『きつねのうらないや』
（童心社）
、
「あとかくしの雪」
（教育画
劇社）
、
『としょかんどろぼう』
（埼玉福祉会）
、
『父のかお 母のかお』
『とばしっこ』
（雲母書房）
、他多数。
著書に『手づくり紙芝居講座』
（日本図書館協会）
、
『認知症を予防することば遊び回想法』
（雲母書房）な
どがある。高齢者向けの シニアのためのおはなし会 講師をはじめとして言葉を中心とする認知症予防
のためのさまざまな活動を続けている。

“学校より紙芝居で人生を学んだ気がする”
“この続きはまた明日のお楽しみで終わりだったな”
などなど、じいちゃんばあちゃんの話は尽きません。
さて、私はつくりながら、演じながら、紙芝居と他のメディアとの違いを、
紙芝居の力をとくと感じています。それは紙芝居を見るには、話と一体化
する想像力を必要とするということです。
紙芝居は、一枚の静止画像、一画面一状況、一瞬の相で次を待つのです。
つまり話の展開が脚本と観客の想像力にまかせられるのです。
この想像する力が、際立って高齢者の気持ちを活性化させる力になると
思うのです。
しかしそれには、おもしろい紙芝居、次はどうなるかとわくわくする期
待感のある紙芝居、思いがけない展開で目を見張る意外性のある紙芝居、
生きようとする心を応援する紙芝居、老人のもつ豊かな感性を満足させる
質の高い紙芝居の登場が待たれます。
おしまい

⑦『きつねの盆踊り大会』

只今製作中 !!
近日公開 !!!
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数年前、とある地域の盆踊り会場に行ったとき、観
客の中に車いすに乗ったまま、曲に合わせて懸命に
手踊りをしていた 2 人の老女を見て発想した作品。
――墓参りの帰り、狐の親子を助けた母と息子、道
に迷い、盆踊り会場に入りこむ。そこで繰り広げら
れるキテレツな出来事とは……!?
盆踊りの定番「東京音頭」と「炭坑節」をみんなで
おもいっきり踊り歌ってほしい !!

紙芝居を

そのはじけっぷりは紙芝居の

お も し ろ さ も バ ク ハ ツ す る︒ 楽 し く 演 じ て こ そ 紙 芝 居 だ︑ の 象 徴 的 存 在︒

演じる姿を見るだけでも楽しくなる︒ブリコ読者にはどこかで一度観ても

らいたい演じ手の一人だ︒

〝ノマリン〟の愛称で︑演じ手のピカイチ！

演じる！ 紙芝居は生きている
●野間成之

私はこの十数年、年間 200 か所以上で紙芝居公演をしています。おもに保育所、

小学校、図書館などです。デイサービスにも年間 10 回以上うかがっています。

紙芝居は保育所や小学校低学年の子どもたちが見るものだという困った考えが

世の中にはびこっています。私はそれが気にくわないのです。そうした風潮を何
とか打破したいと常々思っています。そしてそれを実証すべくいろんなところに
出かけています。
紙芝居は決して年齢の低い子どものためのものではありません。赤ちゃんから
お年寄りまで、大人も子どももしっかり楽しめるものです。「ライブ」の楽しさ
を皆さんと味わいたいと思っています。AKB48 も SMAP も氷川キヨシも松田聖

子も天童よしみもライブですが、私 “のまりん” の紙芝居もまさしくライブなの
です。
お客さんに楽しんでいただくためには演じる本人が楽しまなくてはなりませ

ん。その楽しさは、紙芝居選びの段階からすでに始まっているのです。自分が楽
しいと思える作品を選びます。そして、お気に入りの作品が見つかったなら、そ
れを何度も何度も、いろんな場所で演じていきます。どれだけすてきな作品でも、

▲

演じてみよう! ! 〜演じ方の極意〜 具体的な作品について私なりの演じ方を紹介します

参加
型

お客さんと一緒にやりとりをしながら
進めていくスタイルの作品です

『ひもかとおもったら』 作・絵：古川タク

制作：教育画劇／ 8 場面

これは「あてっこ」です。さあ、みなさんどんどん当ててくださいね。
さあ、ここにあるのなんでしょう。ひもかとおもったら……「へび！」
とあちこちから声が上がります。
わかったあ ?!（と言いながら画面を少し引きます。するとヘビと思
しき顔が出てきます）あ！ すごい！ へびだ。
すぐにわかったあ～？ すばらしいね。皆さんへびでいいですか？（と
同意を求め、さっと画面を抜きます。すると会場がどよめきます）
え、どうしたんですか。何か変なことでもありましたか（と言ってそ
の時初めて次の場面を見ます）。
わあ～ !! なにこれ。恐竜！ あぁ、びっくりした。みんなもびっくりした !?
それでは次。これなんだ？
こうした“参加型”では舞台の後ろにいたのでは全然盛り上がりません。お客さんのほうを見ながらやってく
ださい。後ろに書いてあることをそのまま読んでいたのでは話になりません。作品の持ち味を壊さない程度に
付け足したり、削ったりしながらテンポよく演じてください。
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野間成之（のま・しげゆき）
石川県金沢市在住。小学校教員を定年退職後「のまりんの紙芝居劇場」と銘打って紙芝居公演を続けて
いる。声がかかればどこにでも出かけ、2001 年以降通算 3000 か所以上で演じてきた。海外にも足を運
んでおり、最近では中国上海、シンガポールに毎年行っている。日本独自の文化である紙芝居を外国の
人にも楽しんでもらおうと思っている。中国に紙芝居文化を伝え、広げるべく演じ方、つくり方の講座を
上海、蘇州、南京で開いている。

たった 1 回の実演では自分のものになりません。こなれてきません。自分の気持

ちの入り方が不十分なままになっています。私は 10 回ぐらいで何とか自分とし
て恥ずかしくない表現ができたかなと思えるようになります。

紙芝居は「芝居」です。私は紙芝居公演で、「読み手ではなく演じ手にならな
ければいけません。そのためには、恥ずかしさをかなぐり捨て、登場人物になっ
てほしいのです」と話してきました。
紙芝居の楽しさの一つに、“いろんな役” になれるというのがあると思います。
お姫様、閻魔大王、鬼、サンタさん、大蛇、忍者……とまあ、たくさんたくさん
あります。人生一度きり、それなのにこんなにたくさんの人生を演じることがで
きるなんて実に愉快なことではありませんか。私は女性の役が大好きです。とき
どき子どもたちから「気持ち悪い」「やりすぎ！」という厳しい突っ込みを受け
ます。でも、そうなればしめたもの！

内心「やったぜえ〜」と叫んでいます。

一 番 大 切 に し て い る の は “ い っ し ょ に 楽 し み ま し ょ う ね ” の 精 神 で す。

TOGETHER の気持ちこそがその場を盛り上げてくれます。

ドラマ
型

『かめのえんそく』作・編：中谷靖彦

制作：教育画劇／ 12 場面

これはイギリスの
昔話です。カメの
一家が森へピク
ニックに出かけま
す。サンドイッチ
や缶詰を持って出
か け ま す。 私 は、
カメのセリフはで
きるだけゆっくりとやるようにしています。それに対して
「地
の文」はできるだけテンポよく、どちらかというと速めに読
みます。そうすることで全体に緩急がつきます。メリハリが
出てきます。そこが一番のポイントです。
最後の 12 場面では、ぼうやがめのセリフを「ああ～、ぼく
かんきりをとりにいかなくてよかった！」で切り、後の 4 行
を省いています。そのほうが結末のどんでん返しの雰囲気
がよく伝わるのではないかと考えたからです。

『おどりばダンスホール』脚本・絵：片岡直子

発行：雲母書房／ 16 場面

この作品では二つ
のことを大事にし
ています。登場す
る男性は男らしく
力強く。女性はや
さしく、柔らかく、
艶っぽく表現し両
者を際立たせま
す。もう一つは挿入されるダンス曲の選定。
「演出のポイン
ト」に参考曲が出ています。それを使えば OK ですが、とき
には自分のお気に入りのものを使って盛り上げてみるのも楽
しいです。ちなみに私は最後の曲は「愛の讃歌」を取り入れ、
幕紙を静かに入れ幕が閉じるところをしっとりとした感じで
終わるようにしています。

現場の

紙芝居はええわぁ～!!
実践 やっぱり、

デイサービスなどで演じ

居を活用した施設レクの場面を変えていく発信源になるに違いない︒

る経験を重ねて︑お年寄りの心をわしづかみした作品と演じっぷりは︑紙芝

〝手作り紙芝居コンクール〟優秀賞獲得の連続！

紙芝居がきっかけで広がる輪

●本多千賀子

紙芝居をきっかけに、お年寄りに声を出して笑ってもらいたい。語って
もらいたい。
そんな思いで私は紙芝居を持ってデイサービスへ出かける。お年寄りに
演じるときは、“会話を交えながら、わかりやすく演じる” ことをモットー
にしている。
たとえば「金色夜叉」。これは人気の大衆演劇。景気よくやるのがよろ
しいようだ。お年寄りとかけあいながらアドリブ全開！

お宮さんの「私

の美貌は玉の輿に乗る価値があるはずよ」のセリフのあとには、すかさず
ツッコミを入れる。
「お宮さんてば、見た目はかわいいけど、なかなかの野心家であります。
こういうのって何て言う？
「トゲがあるっ！

美しい花には……？」

あっはははは」
お年寄りは陽気だ。ノッてくるとどんどん声が出る。
紙芝居から、貴重な生活体験を話してもらうことも
ある。お年寄りが語った話を紹介したい。
「いなばのしろうさぎ」を演じたときのこと。皮をむ
かれた兎が大国主命に蒲の穂で治してもらうという神
話だが、利用者のおじいさんが語り始めた。
「蒲の穂って知ってる？」
「はい、蒲の穂は止血剤になるんだとか……」

「いなばのしろうさぎ」
脚本：堀尾青史
絵：中尾彰
発行：童心社
※ 横に長いワイド判の紙芝居で 12 場面
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この紙芝居を演じる前に一応調べておいた。
おじいさんは続ける。
「蒲は、穂だけ切って日に干すの。糸でつないで干す
の。フワフワに乾くから手でもんで粉にするんだよ」

本多千賀子（ほんだ・ちかこ）
神奈川県相模原市在住。公共図書館や学校、デイサービス、イベントなどで紙芝居を演じながら、地域
に紙芝居を広げる活動をしている。紙芝居講座の講師も務める。
腕を磨くために創作紙芝居を紙芝居コンクールに出品している。
バイオリンと和太鼓の演奏を入れて語る独自のスタイルで紙芝居ライヴ「うかれ紙芝居」を開催。表現
の可能性に挑戦し発表している。

「へぇー、それ、実際に薬として使ったんですか？」
「ああ、使ったよ」
「いつ頃？」
「子どもの頃だよ……10 歳くらいかなぁ」

「そうすると戦時中？」

「いやぁ、戦前だよ、70 年っくらい前だな」

人生の途中で失明したおじいさんだが、子どもの頃

の情景は見えているのだろう。おだやかに笑いながら
私に蒲の穂の話を聞かせてくれた。

「蛇クイズ」

作者：本多ちかこ
※ 画面の半分をかくして絵を
見て答える。残り半分をあ
ければ答えがわかる

こんなこともあった。『蛇クイズ』は自作の紙芝居で絵を見ながら
「蛇」にちなんだ言葉をあててもらうもの。傘の絵を見て「蛇の目傘」
という答えがかえってきたのでついでに質問。
「蛇の目傘の表面に何を塗ります？」「ニカワかなあ」「柿渋かな」
すると、利用者のおばあちゃんが、
「昔、柿渋をつくった！」と話し始めた。
「青い渋柿をつぶして、その汁を濾して一升瓶に詰めてね、あとは
土の中に埋めとくのよ。1 年間。発酵したらできあがり。主人がつ

くっていたの。私は手伝っただけ、ふふふ」と懐かしそうに話した。
紙芝居がきっかけで、このような話を聞かせてもらうことができ
る。あらためてお年寄りに敬意をもち、ほっこりするような、うれ
しい気持ちになる。丁寧にものをつくって暮らした人たちがもつ「つ
つましさ」を教えてもらったような気持ち。
やぁっぱり、紙芝居はええわぁ〜！
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現場の

実践 紙芝居が認知症のお年寄りに
〝義理人情・勧善懲悪〟の通路からお年寄りにアプローチ︒ボランティアに

学ぶものも大きい︒介護職よりお年寄りのことをわかっているかも

しておくのがもったいない︒特養ホームに深く入り込んだ活動から介護職が

!?

もたらすもの

●小菅心子

紙芝居のはじまり、はじまり
毎週水曜日 10 時半頃、ピンクのエプロンをつけて、肩から大きな荷物

を下げた数人の中高年の人たちが、エレベーターに乗り込みます。そうで
す。私たちは、旅芸人ならぬ「特養紙芝居倶楽部一座」のボランティア・
メンバーなのです。

3 階につくとそれぞれ分かれて北のユニットや、南のユニットに出かけ、

大きな声で朝の挨拶をかわしながら、住人さん（ここでは利用者のことを

住人さんと呼びます）の車いすを押したり、腕を組んだりして中央の東の
ユニットにお連れします。そこでは紙芝居の舞台を準備したり、カーテン
を閉めたり、歌詞カードを配りながら、歌を歌い始めています。そしてだ
いたい椅子に落ち着かれたところで、さあ、さあ、紙芝居のはじまりです！！
最初からこのような形ができていたのではありません。
特養ホームコモンズ（東京都町田市）ができたのは 2005 年で、その年

に私の母も入所しました。私はほとんど毎日母の昼食の介助に出かけ、食
後そのままユニットで母に絵本を読み聞かせるようになりました。すると
周りの元気な人たちがいっしょに聞くようになり、私が忘れたときなど「あ
れ、今日はやんないの？」とつまらなそうにするようになりました。
図書館に絵本を返しに行ったとき、紙芝居があることに気づき、これな
ら多くの人にも見ていただけると思いました。それがもとに
なり、こちらのユニットでもやってほしい、ショートにも来
てほしい……と、現在は毎週午前と午後、2 つのユニットで

紙芝居を演じるようになりました。

こうして約 8 年。その間に施設側に「ボランティア・コー

ディネーター」という係が設けられました。このコーディネ
ーターがいてくれるおかげで、ボランティアと施設側の橋渡
しをしてもらえることになり、とても助かりました。ボラン
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小菅心子（こすが・しんこ）
1936 年生まれ。
実母と夫とをあわせて 9 年間介護する。2005 年頃より、特養ホームコモンズで紙芝居を始める。

ティアの募集、登録、コーディネートにつとめてくださるおかげで、多くの人た
ちの助けが得られるようになり、ここまでやってくることができたのです。

高齢者の心の底辺
紙芝居をはじめるようになってすぐ気づいたことは、図書館には高齢者向きの
紙芝居が少ないということでした。出版社に電話をしたり、それなりの努力をし
ましたが、いかんともしがたく、それなら自分たちでつくろうということになり
ました。
どんなテーマでどんな作品をつくっていくかを考えたとき、この施設にいる人
たちが生きてきた時代背景や、その思想、考え方を抜きにしてはつくれません。
お年寄りの心の底辺には、江戸時代の義理人情、勧善懲悪が基本的にはまだ流れ
ていると思うのです。また古くからの民話などにもあるとおり、土俗的な、アニ
ミズムも生きています。そこから普遍的なテーマに絞って作品を考え、つくって
いくことにしました。こうしてできあがった作品は 10 本を越えました。

認知症のある人たちにとっての紙芝居の意義を考えると、ときにはむなしく、

ただ時間つぶしをしているだけなのかと思うこともあります。けれど、紙芝居を
見ているうちに一瞬でも自分の過去を思い出してもらえることがあるのなら、そ
れだけでもいいと私は思うのです。
人は過去を思い出すとき、自分のこれまでの人生を無意識のうちに肯定して受
け入れているのだそうです。理不尽だったこと、恨みに思ったこと、悲しかった
こと、傷ついた事柄も、今こうして時を経て思い出すことによって、それを穏や
かに肯定し、自分と折り合いをつけて幕を下ろしていくのではないでしょうか。
幸いどこの図書館でも紙芝居を貸し出してくれますし、高齢者向けの紙芝居を
手がける出版社も出てきました。この紙芝居というツールの価値を知るにつけ、
一つでも多くの施設でとりあげていただきたいと願っています。
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特養ホームコモンズへ

紙芝居見学に
行ってきました
●ブリコ編集部

小菅さんたちは高齢者向けの紙芝居をもっとつくっ
て、地域に広めてほしいと話す

2013 年 12 月 25 日。クリスマス装飾が至るところに散りばめられた特養ホームコモンズに赴き、小菅心子
さん率いるボランティア

紙芝居倶楽部

による紙芝居実演を見学してきました。

小菅さんは元教師。コモンズに入所した母のために何かすることはないかと、たどり着いたのが絵本の読み
聞かせ、そして紙芝居です。
高齢者向けの紙芝居が世間にないことを嘆き、自分たちで手づくりしたという紙芝居をいくつか見せてもら
いましたが、どれもこれも力作ぞろい。『耳なし芳一』や『瞼の母』、『ビルマの竪琴』や『父帰る』など、配
色美しく情感たっぷり。絵はどなたが描かれているのでしょう？ と尋ねれば、それもボランティア仲間との
こと。そんな、一人ひとりの才能をフルに生かした紙芝居倶楽部のボランティア仲間はじわじわと増殖してい
るそう。
この日、小菅さんが演じた作品は『建礼門院徳子の生涯』。ただ字を読み進めるだけでなく、お年寄りの反
応を見て、ときに会話をし
ながらアドリブ全開で進ん
でいきます。一人のお年寄
りが楽しそうに突っ込みを
入れる姿が見られ、お気に
入りの場面が出てくるとう
れしそうに大きな声で歌う
人もいたりで、なかなかの
盛り上がりです。
手づくり紙芝居は力作ぞろい。カラーで見せられないのが残念……

約 30 分あるレクリエーシ
ョンの時間には、紙芝居だ

けでなく、歌や詩吟、手踊りやダンベル体操などが盛り込まれています。小菅さんが紙芝居を始めてから約 8 年、
試行錯誤して組み立てられた、お年寄りに飽きの来ないようなプログラムが完成されていました。
認知症のあるお年寄りが紙芝居をみることによって、過去の自分を思い出し、そしてそんな自分を肯定できる
のではないか、そこに認知症のある人に紙芝居を演じる意味があるのではないか、と小菅さんは言います。
今後、介護職の皆さんの中にも、小菅さんのような紙芝居の演じ手が出てくるといいなぁ、紙芝居を演じる
ことの意味や、すばらしさを体感してほしいなぁ、と、小菅さんの話を聞きながら思ったのでした。
お年寄りの前で紙芝居を演じることは、もしかすると、想像以上にすばらしいことなのではないかと実感し
た訪問でした。
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紙芝居のイベントあります！
梅田佳声さん定期実演情報
★下町風俗資料館（台東区上野公園 2-1）
毎月第 1 日曜日に 3 回実演（13：00、14：00、15：00）

［開催日］2015 年 8 月 8 日（土）・9 日（日）
［事務局］北海道上川郡剣淵町緑町 15-3

★昭和館（千代田区九段南 1-6-1）

絵本の館内（〒 098-0332）TEL 0165-34-2624

奇数月第 4 日曜日に 3 回実演（13：00、14：00、15：00）

箕面紙芝居まつり

紙芝居を楽しむ方々が集まり、盛り上がるイベントです。 ［主催］人と本を紡ぐ会
facebook で日々のできごとや、研修会のお知らせなどを更
大阪府箕面市粟生間谷西 1-6-5-607

新しているので要チェック !!

大阪

https://www.facebook.com/kamisibai.kenbuchi
※ まだ先ですが、全国からたくさんの紙芝居・紙芝居師・

TEL・FAX 072-728-2134

横浜

手づくり紙芝居コンクール

https://ja-jp.facebook.com/hitotohonwotumugukai
※ 開催日は主催者にお問い合わせください

介護レクに紙芝居大会

［主催］紙芝居文化推進協議会
横浜市中区真砂町 3-33 セルテ 11F よこはま市民共同オフィス

TEL 080-5504-6168 FAX 03-3950-6168

大阪

箕面手づくり紙芝居コンクール

［開催日］2014 年 5 月 25 日（日）
［主催］雲母書房

紙芝居の情報誌
★「絵芝居」
（絵芝居研究会

★毎年 7 月に開催！

※ 詳細は 46 頁をご覧ください

情報誌

※ 開催日は主催者にお問い合わせください

※ 詳細は 41 頁をご覧ください）

★「母のひろば」

［主催］人と本を紡ぐ会
大阪府箕面市粟生間谷西 1-6-5-607 TEL・FAX 072-728-2134

https://ja-jp.facebook.com/hitotohonwotumugukai
※ 開催日は主催者にお問い合わせください

東京

★毎年 11 月に開催！

（童心の会・童心社内 TEL 03-3951-0151）
★「子どもの文化」
（子どもの文化研究所 TEL 03-3951-0151）

紙芝居の 舞台 つくります！
紙芝居上演用舞台のフォルムに魅了されて、趣味で舞台づくりを続けています。紙芝居を演
じるとき、舞台は必需品です。絵が背景から浮き出、お客さんの視線を一点に集中させます。
抜き差しのテクニックをより効果的に演出するためになくてはならないのが舞台です。
マイ舞台 を持つことで演じ方も一層上達すること請け合いです。
※ 標準サイズはもちろん、手づくり紙芝居のフリーサイズ、大型サイズ、
オリジナルなスタイルの舞台、なんでもつくります

※ 塗装せずに、白木のままお渡しすることもできます

※1 台 5,000 円（送料は依頼者負担とさせていただきます）
申込・問合先：休日木工房「おっぺ舎」遠山昭雄まで

埼玉県川越市宮元町 39-35（〒 350-0838）TEL・FAX 049-222-9593
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東京

北海道

第14 回全国紙芝居まつり北海道
in けんぶち大会

遠山昭雄オススメの紙芝居！
No.1
てぶくろをかいに

脚本：堀尾青史／絵：二俣英五郎／出版社：童心社
テーマ：冬・手袋・おじいさん
ぽつんとひとりぼっちの淋しそうなおじいさんの前で
演じたくなる。よろず屋のおじいさんのやさしさが際
立つ。孤独なおじいさんは誰もがやさしいのだ。生き
てあることの自信をとりもどしてくれる応援歌だ。

No.2

父のかお

母のかお

脚本：ときわひろみ／絵：渡辺享子／出版社：雲母書房
テーマ：両親・戦争

脚本：新美南吉／絵：諸橋精光／出版社：すずき出版
テーマ：秋・彼岸花

戦後すぐ始まった NHK
ラジオ放送「尋ね人の
時間」
。テーマソングで
流れていたのは川田百
合 子 の 歌 う「 里 の 秋 」
だった。戦災孤児の二
人の子どもの両親を想
う姿が涙を誘う。終戦
記念日や「母の日」
「父
の日」あたりに演じて父と母の顔を想い浮かべてもらおう。

No.4

なにげないイタズラが、
思わぬ大きな痛手を及
ぼしてしまうこともあ
る。
「あんなことするん
じゃなかった！」と思っ
て償おうとするが、償
おうとすればするほど
想いがすれ違うもどか
しさ。結末がなんとも
哀切な情感を抱かせる。

じごくけんぶつ

No.5

脚本：水谷章三／絵：藤田勝治／出版社：童心社
テーマ：地獄・職業
シリアスなタイトルだが
落語もの。生きているう
ちに一度のぞいてみた
い地獄だが、
「生きとる
うちのほうがよっぽどじ
ごくじゃ！」がオチ。地
獄から生還できたのは、
主人公たちの職業の力
であった。
「どんな仕事
してました？」と紙芝居のあとのお話し会へ。

●フルシーズン使える紙芝居
作品名
すてきなプレゼント
ひもかとおもったら
しょいくらべ
とばしっこ
これはジャックのたてたいえ
へっこきよめ
しりないべら
とりのみじっちゃ

ごんぎつね

No.3

金色夜叉

脚本・絵：サワジロウ／出版社：雲母書房
テーマ：大衆演劇・現実とは
「熱海の海岸～散歩す
る～♪」と歌い出せば、
すぐに情景が目に浮か
ぶお年寄りの馴染みの
演目。潮騒の音を手づ
くりしたり、貫一お宮の
名を観客のお年寄りの
お名前をお借りしたり
で盛り上がる。ダイヤ
モンドに目のくらむお宮派か、
「愛」を求める貫一派かで討論会に
発展する！

季節・テーマ
誕生日・おくりもの
だまし絵・クイズ参加型
夫婦愛
排泄・あそび
積み上げ話・マザーグース
おなら
おなら
おなら

脚本
森内直美
吉川タク
みんなの家
ときわひろみ
りゅうさわともこ
香山美子
水谷章三
斉藤純

絵
やべみつのり
吉川タク
みんなの家
やべみつのり
やべみつのり
川端誠
福田庄助
宮本忠夫

出版社
童心社
教育画劇
雲母書房
雲母書房
トロル出版
教育画劇
童心社
童心社

作品名
だんごひょいひょい
にじになったきつね
とまがしま
あんもちみっつ
くもの糸
へんじをしたほらあな
くじらのしま
でんしゃがくるよ
おじいさんといぬ
まんまるまんまたんたかたん
なにがつれるかな
みんなでおめでとう
安珍清姫物語
おどりばダンスホール
わにがめんどりをたべないわけ
絵からとびだしたネコ
愛染かつら
かわださん

季節・テーマ
ものわすれ
介護
迷信
にらめっこ・どろぼう
宗教説話・地獄
仏教説話
母
電車・職業
おじいさん
参加型・忍術
参加型・釣り
参加型・音遊び
大衆演劇・女の情念
趣味・元気
仲間・兄弟
猫・絵かき
名作映画・昭和ロマンス
参加型・積み上げ話

脚本
水谷章三
川田百合子
桂文我
水谷章三
芥川龍之介
西本鶏介
堀尾青史
とよたかずひこ
藤田勝治
荒木文子
藤本ともひこ
ピーマンみもと
サワジロウ
片岡直子
荒木文子
ときわひろみ
サワジロウ
谷川俊太郎

絵
宮本忠夫
藤田勝治
田島征三
宮本忠夫
諸橋精光
諸橋精光
穂積肇
とよたかずひこ
藤田勝治
久住卓也
藤本ともひこ
ピーマンみもと
サワジロウ
片岡直子
小林ひろみ
はせがわかこ
サワジロウ
やべみつのり

出版社
童心社
童心社
童心社
童心社
すずき出版
すずき出版
童心社
童心社
童心社
童心社
童心社
雲母書房
雲母書房
雲母書房
童心社
教育画劇
雲母書房
雲母書房

季節・テーマ
お正月・初夢
ころぶ・遊び
節分・鬼・豆まき
参加型・しりとり・お茶
参加型・春の歌・クイズ
いちご
春の彼岸・おばあさん
早春・うぐいす・桜
桜・戦争
春・花かんむり
春・渡し舟・やさしさ
かんずめ・ゆっくり
たけのこ
すもう・田植え
田植え・ねこ
端午節句・やまんば
母の日
梅雨
イソップ童話
梅雨・歯・虹のリレー
ザリガニ・父の日
運動会・父の日
参加型・夏の歌・物売り声
夏・たべもの
花火
花火
土用丑の日・ケチ
土用丑の日・落語
東京大空襲・戦争
終戦記念日
終戦記念日
参加型・秋の歌
ぶどう
おばあさん・月夜
やさしい少年
クリ・きのこ・焼いも
柿の木
秋・収穫・うんち
冬・勇気
冬の歌・参加型
雪・坊様
クリスマス
大晦日・年越し

脚本
若林一郎
福田岩緒
国松俊英
菅野博子
ピーマンみもと
中川季枝子
高橋五山
杉浦宏
北川鎭
水谷章三
新美南吉
中谷靖彦
土田義晴
渋谷勲
水谷章三
松谷みよ子
中川季枝子
水谷章三
堀尾青史
宮川ひろ
島本一男
ねじめ正一
ピーマンみもと
菅野博子
宮﨑二美枝
森山京
小野知子
桂文我
渡辺享子
土家由岐雄
渡辺享子
ピーマンみもと
さえぐさひろこ
堀尾青史
佐々木たづ
中川季枝子
藤田勝治
内田麟太郎
斎藤隆介
ピーマンみもと
ときわひろみ
堀尾青史
松谷みよ子

絵
藤田勝治
福田岩緒
藤田勝治
菅野博子
ピーマンみもと
二俣英五郎
金沢佑光
松成真理子
北川鎭
梅田俊作
野村たかあき
中谷靖彦
土田義晴
梅田俊作
大和田美鈴
長野ヒデ子
二俣英五郎
小川陽
二俣英五郎
浜田桂子
やべみつのり
長谷川知子
ピーマンみもと
菅野博子
おかのけいこ
さかいまり
大和田美鈴
長谷川義史
渡辺享子
久保雅勇
渡辺享子
ピーマンみもと
大畑いくの
遠藤てるよ
遠藤てるよ
二俣英五郎
藤田勝治
田島征三
諸橋精光
ピーマンみもと
藤本四郎
岡野和
まつやまふみお

出版社
童心社
童心社
童心社
雲母書房
雲母書房
童心社
童心社
童心社
雲母書房
童心社
教育画劇
教育画劇
童心社
童心社
童心社
童心社
童心社
童心社
童心社
仙台社協
童心社
童心社
雲母書房
雲母書房
雲母書房
童心社
教育画劇
童心社
童心社
童心社
童心社
雲母書房
童心社
童心社
童心社
童心社
童心社
童心社
すずき出版
雲母書房
教育画劇
童心社
童心社

●季節別・行事別の紙芝居
作品名
ゆめみこぞう
だるまさんがころんだ
なぜせつぶんにまめをまくの
お茶にしましょ
みいちゃんの春
こぎつねコンチといちご
てんからおだんご
うぐいすのほー
峠の老い桜
ふうたのはなまつり
あめだま
かめのえんそく
たけのこほりほり
かっぱのすもう
てつだいねこ
くわず女房
こぎつねコンチとおかあさん
ひこいちどんのかさやさん
ぱんくがえる ぺちゃんこがえる
あしたてんきになあれ
ザリガニつり
どきどきうんどうかい
みいちゃんの夏
夏のおもてなし
どっか〜ん
どんどんきらきら
けちくらべ
うなぎにきいて
みよちゃんの赤いぽっくり
かわいそうなぞう
コスモス
みいちゃんの秋
ヤギとコオロギ
つきよとめがね
少年と子だぬき
こぎつねコンチとにわそうじ
あたまにかきの木
でっかいぞでっかいぞ
モチモチの木
みいちゃんの冬
あとかくしの雪
やぎじいさんのバイオリン
かさじぞう

