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で，赤い表紙を使ったので赤本といわれ，現在の内容，
外装ともに俗悪低級なものの名称とはその趣を異にして

マンガが子ども達におよぼす影響やその対策，指導方

いる。「ただ取山の時烏」「東京山化け狐」「義経島めぐ

法については，数多くの調査や研究がなされているが，

り」「金平武者修業」「桃太郎」といったもので，おとぎ

子どもマンガがいつ頃からどのように，どんな形でうつ

話を題材とし，絵を主とした子ども向きのものである。

り変わってきたかという歴史については，比較的研究が

初期のものはやや小形で「赤小本」といわれていた。ま

少ないように思われる。そこで資料も不十分ながら子ど

まごと遊びや，ひな祭りのために小さく作った「ひいな

もマンガの変せんの姿を，時代の背景の中でとらえてみ
ようと試みた。

本」などもあった。これらのマンガは浮世絵師の手にな

…

ったもので，マンガという観念はもっていなかったよう

血時代別変せん

である。

赤本につづいて延享，寛政の頃には「黒本」が盛んに

1．明治時代以前…

出された。黒い表紙がついたの"でこの名で呼ばれた小冊

子どもを対象として描かれたマンガは，古い時代のも

子である。黒本になると内容もマンガ的になって，わず

のは見当たらない。壁画等にかかれたラクガキは別とし

かの説明がついたものとなり,手近藤為春，鳥居清満らが

て，藤原時代の鳴呼絵（おこえ）から出て鳥羽僧正，足

描いている。「狐と猿と間違噺」といった，内容的にみ

利時代の土佐行光，光信等の絵巻物時代をへて，英一蝶

てマンガの域にはいるものが出ている。さらに黒本と前

｛はなぶさいつちよう）などの掛幅時代から浮世又平

後して出た「青本」や，次いで安永から文化にかけて出

の大津絵時代に流れ，ついで板画時代にはいり，続いて
/・＃1

現した「黄表紙」になると，内容は一そうマンガ的とな

浮世絵マンガが登場するという一連の「大人マンガ」か

るが，画そのものは戯画にもならず，大人を対象として

I

ら派生した子どもマンガは，江戸時代の延宝から亨保，

いる。

宝暦ごろまで刊行された「赤本」の中にあるのがもっと

文化年間に一勇斎国芳が出て「人あつまって人とな

も古いものとされている。多くはB6判ぐらいの大きさ

る」という錦絵を出して，当時としてはやや子ども向き

に傾いた。そして「はんじ物」「象のたわむれ」と逐次

,渦AHistoryofChild，sComicsinJapan・

子ども対象のものが出てきた。この国芳の弟子に一鵬斎

*＊MorimasaKiuti(SenzokuPrim､School),Siniti

芳藤という人がいて，終生子ども向きの錦絵を出してい

Hasegawa（TumanumaSec､School)､TosiakiHino
（TokusimaSec､School）
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る。マンガ風の「ちんわん猫にやアちう」といったもの
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の外に，切組絵，手遊絵，玩具絵などを描いた。この影

京絵（おどけえ)，ポンチ（ワーグマンのパンチに由来）

響をうけて，国利，国輝らが「天狗遊び」「野狐の悪い

などといわれていたが，パックの創刊ではっきりと「マ

たづら」といったものを発表している。資料がないので

ンガ」という呼び名になった。
さて一方風刺を主とした大人マンガは別として，子ど

その内容を紹介することができない。

以上みた明治時代以前におけるマンガ界は，封建政治

もマンガについて，江戸末期から明治初年にかけては殆

と専制が民衆からあらゆる自由を奪い去っていた時代だ

んど作られていなかったようであるが，明治22年創刊の

けに，画家の余技とか，僧侶達の悪戯画であって，コッ

「少国民」という雑誌には，9コマ続きのマンガが掲載

ケイそのものもあったが，一般に低俗な遊戯的なもの

されているが，いわゆるポンチ絵の時代で，内容はたあ

で，いわばマンガ発生の揺篭時代といえよう。

いないものであった。すなわち少年が釣りにいくとカッ

2．明治時代

パが釣れる。尻子玉を取るぞといわれて逃げるのをカッ

徳川幕府の封建政治から解放され，とうとうと流れ込

パが追いかけて，逆に人間を釣るといったものや，外国

む西洋文明に呼応して，チョンマゲから洋服にかわるに

マンガのホン案ものが多かった。この間に小林清親によ

つれて，かつてはとうてい表現出来なかった現象も次第

る木版印刷の「狐にばかされた」とか，「滑稽名画」と

にマンガ化されていった。その頃日本マンガをもりたて

いった小錦絵判12枚12コマないし17コマ続きのものが発

た人々は数多かったが，なんといっても日本の近代マン

表されている。

8

ザ

続いて田口米作がでて洋画風の陰影法を応用したもの

ガの灯は，文久2年に横浜で「ジャパンパンチ」Japan
PunChを創刊した英人チャールス・ワーグマンや，明治

を描いている。明治30年には「教育ポンチ絵ぱなし」と

初年に来日した「トバエ」TOBAEその他を出した仏人

いうのが刊行されている。これは純然たる子どももので

「子どもマンガ本」としては最初のものであろう。

ジョルジュ・ピゴーの西洋人マンガ家によって点ぜられ

またさきにもあげたが，明治38年創刊の「東京パッ

たといえよう。それまでの日本の戯画は毛筆による白描

式の鳥羽絵的なものが多く，その風刺のスタイルも「だ

ク」は，大入ものの政治風刺マンガを主として，他に風

じゃれ風」であったがジ彼等は戯画を武器として政治や

俗もの，子どもものなどを幅ひろくのせていった。なか

時局を批判したり，またしんらつに社会風俗などをペン

でも子どもを主材とした「茶目子に凸坊」が掲載されて

で表現した。この影響で明治10年3月に創刊されたコッ

いるが，これは後に「茶目公」とか「デコ坊」などとい

ケイ雑誌「団々珍聞」（まるまるちんぶん）の本多錦吉

う言葉の流行を生み出すに至った。主筆の楽天の下で森

郎や，小林清親の戯画が生まれ，明治前半期にはじめて

田'恒友，川端竜子，石井鶴三らが小遣い取りに子どもマ

政治風刺画が行なわれるようになった。むろん時の政府

ンガを書いていたというのが実情のようである。また和

から弾圧されるという事態もひんぱんにおこった。この

田三造の「ハーピー」（後に東京ハーピー，さらにパッ

団々珍聞の成功から日露戦争前後まで，各種のポンチ絵

クと改称）は，子ども向きマンガ誌として明治40年2月

が刊行され，ポンチ隆盛時代をみるに至る。

1日「少年ハーピー」を創刊している。主筆は渡辺省三

明治30年代にはいると，オーストラリア生まれのマン

で，月1回発行，定価8銭とある。続いて41年1月1日

ガ家フラン・ナンケベルに学んだ北沢楽天がでて「杢兵

に東京パックも子ども向きマンガ誌「フレンド」を刊行

衛」（もくくえ)｢田吾作」（たごさく）ものを創作し，さ

している。40年12月号（3巻35号）の東京パックには，

らに38年4月15日には「東京パック」を創刊，ここにい

『東京パックは敏捷霊活なる記者を招鴫して，当代パ

わゆる「パック時代」を現出し，新しいマンガ史の1ペ

ック界の先輩たる天職を全うせむことに努むるの傍，更

ージを開いた。それまでは戯画のことを，鳥羽絵，於東

に高尚なるパック趣味を少年少女に及ぼし，遊戯嬉笑の
2
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間に新なる知識を与へ，徳性の酒養に資する処あらむを

池部鈎，時事新報の小川治平，日日新聞の細木原青起，

期し，明年1月より月刊「フレンド」を発刊せむとす。

毎日新聞の宮尾しげを 万朝報の清水対岳坊，都新聞の

材料は天文，動植，地理，歴史其の他あらゆる方面より

代田収一，読売新聞の近藤浩一路等のマンガ家が，各新

蒐集して，絵画は専ら北沢楽天筆を執り，石版着色10度

聞にマンガ探訪といったスケッチ風のものを書いて活躍

刷り，30頁の美しく体裁よき雑誌となし，其の第1号は

した。これらのマンガ記者は取材のために議会に出入り

1月元旦を以て世に現れむとす｡』

したが，マンガ記者のクラブがないところから「東京漫

との広告がのっている。定価は5銭であった。

画会jを結成（4年6月）し，機関誌，専門誌等を発行

これらが子ども向きマンガ誌の元祖であるといわれて

して，大正期の日本マンガ界を推進させる原動力となっ

いる。

た。これがため「マンガ」という言葉も全国的に流布し

一上述のようにマンガ専門誌が盛んに発行される反面，

ていった。

新聞紙上にもマンガがとり上げられ，各新聞社は専属の

大正の初期はポンチ絵が目だち，その多くは外国もの

マンガ記者をおくようにしていった。しかし全体からみ

の模倣でしかなかった。7年には岡本一平が，ドイツの

れば新聞紙面の中に変化をもたせるためのものであっ

プッジュの影響をうけて雑誌「良友」に「珍助と平太

た。45年の「国民新聞」には，4コマの「ウサキチ」と

郎」という毎回12コマ4ページの滑稽味のある連続マン

いう題のマンガが週1回位のっている。それによると，

ガを描き，山田みのるが大人子ども両方を対象として30

『㈲兎吉ト犬がオニハノスミノ鬼瓦ニシッコヲシカケル

回連続ものをそれぞれ発表しているが，当時としては長

ト目鬼瓦ガムクムクトウゴキダシタノデ，兎吉モ犬モ

いほうであった。それが10年に宮尾しげをが，毎夕新聞

ピックリシテ目トウトウ逃ゲダシマシタ何オジイサ

に入社して，「漫画太郎」という講談に主材したものを，

ンガ此コトヲキイテカケツケテ見マスト大キナタケノ

6コマ1年連続で描き，また関東大震災後には「団子串

コガ鬼瓦ノボウシヲカブッテゲラゲラ笑ヅテオリマス』

助漫遊記」（200回連載）を発表してから以後は連続形式

という，たあいないものであった。またその頃金井信生

が一般化されていった。漫画太郎が少年剣士の外国めぐ

堂から「教育絵ぱなし」が出版されている。

りであるのに対して，団子串助は講談，落語を集め，串

こうして日本マンガは西洋マンガの影響により，その

助の東海道めぐりという形で，明るいユーモアを含み，

内容・技法ともに著しい変化をみせ，マンガ専門誌が盛

過
一

当時異例の作品として好評を得たd

んに発行され,専門のマンガ家が出現するということで，

新聞で連載マンガが好評をはくし，新聞の売れ行きが

明治時代はマンガ史上いわゆる近代マンガの成立時代と

のびたというので，13年に報知新聞は麻生豊の「のんき

もいえよう。こうして「ポンチ時代」「パック時代」を

なとうさん」を掲載し始めた。当時は経済的不況や，封

へてから大正期へと発展していくのであるが，子どもマ

建思想から新しい世代へ脱皮するという過渡期であった

ンガも次第に新聞や雑誌に本格的に採用されていく機運

ため，とうさんと隣りの大将という名コンビが，かもし

になっていった。

出す庶民感情は，一般民衆の心にマッチして，約3年も

3．大正時代

長い間連載された上に，「とうさん人形」「とうさん手

明治のマンガ的蕊明期をへてから，マンガらしいマン

拭」まで発売されるというほど一世を風びした。続いて

ガを生み出したのは，朝日新聞の岡本一平であろう。氏

朝日の記者である織田小星，東風人(樺島勝一)の「正ち

の画風は西洋風なものではなかったが，主観的なデッサ

ゃんの冒険」が朝日新聞に連載された。すなわちおとも

ンで，それに説明の漫文が歯切れよく，日本的おかしみ

のリスといっしょに活躍する冒険絵物語は,当時の童話，

、

をいつもただえていた。これに刺激されて，国民新聞の 童謡の流行と相まって，毛糸の正ちゃん帽がはやるまで
Z95
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32％と，講談社に圧倒的な読者の独占者を誇っていたの

多大の人気をはくした。
このように4コマで表現する新聞連載マンガは，題材

である。この講談社が大きな比重をもって連載マンガを

も日常生活的なので比較的理解と共感を呼び易く，漸次

取り上げたことは，子どもたちの読書生活の中にマンガ

隆盛の一途をたどるのである。この結果雑誌の中でも同

がはいりこむ原動力となった。

様に，記事の1つとして不可欠の要素をもつに至ったマ

この頃までの子ども達の間には，まだマンガの人気は

ンガは職業として成立ち，画家の副業から本業化してい

それ程いちじるしくなかった。もちろんこれ以前雑誌に

った。

も連載的なマンガは掲載されており，例えば初期の少年
倶楽部には，山田みのるの、豚吉君"，小林永二郎のw'勇

迎されたが，マンガ単行本もかなり多く刊行された。特

君ハ辰吉"，吉岡金造の蝋アメチヨコ先生〃などが載って

に新聞マンガの成功にならってその類似書もかなりあっ

いるが，いずれも4コマものの，失敗，いたずら等を主

たが，講談調の影響をうけた漫遊記ものが圧倒的多数を

題にした幼稚なもので，雑誌の片すみにひっそりと暮ら

占めていた。4．6判128ページ，20銭で，絵と文が上下

しているにすぎなかった。

︑△⑥

乱た当時は「立川文庫」などの講談本も子ども達に歓

昭和にはいって講談社は孫I悟空，坂田の金時，猿飛佐

に分かれ，その内容，印刷は共に低俗なものであった。

この俗悪性は今日みる赤本マンガへとその伝統をつない

助などを取り上げ，さし絵もふやして着々と見る雑誌へ

でいるのである。

の地歩を力､ためていった。

（b）のらくろたん生

：こうして大正年代は第一次世界大戦への参加による日
本の資本主義の上昇期であり，また思想的にはデモクラ

この頃はまだ子どもマンガの形式が確定されず，鳥羽

シーから社会主義への歩みを続けた時だけに，新聞マン

僧正の戯画をのせたりして，暗中模索の状態か，作者も

ガの全盛と相まって，マンガは日本のジャーナリズムの

宮尾しげをを別としても岡本一平，麻生豊，田中比左良

中にその地位を確立していき，これがやがては昭和前期

などが，大人マンガの延長として描いているに過ぎなか

の講談社時代へと続いていくのである。

った。マンガの単行本も同様で，一般児童出版物の1％
前後で，マンガの勢力は取るに足りなかったのである。

4．昭和前期（昭1−昭20）

この時にあたり，これまでつちかわれて来た素地の上

4−1成立期（昭1−昭6）
（a）雑誌マンガの成立

に立って，今までの均衡を破るに足る決定打として，子

明治大正時代に成立し，大いに躍進をとげた大人マン

ども達からマンガを切りはなせない存在にまで高めたス

ガから必然的に派生してきた子どもマンガの最初の拠点

ターは，昭和6年1月号から少年倶楽部に登場した,帆の

となったのは，雑誌，特に講談社系の雑誌であった。こ

ら犬の黒吉〃であった。作者田河水泡は，当時昭和3年

れより先，大正時代から知識欲に目ざめた子ども達の生

3月号の帆地獄退治〃を皮切りに，毎号小品を発表して

活の中で，雑誌はすでに立派な必需品であった。この初

いたが，目立ったものはなかった。この中で彼が考えた

期の子ども雑誌の内で娯楽的，冒険的な色彩の強いもの

のは，当時の子ども達に絶対人気のある兵隊ごっこであ

に，謹海，飛行少年などがあったが，昭和にはいってか

った。そしてこれまた子どもたちの身近の動物である犬

らは，少年倶楽部，少女倶楽部，幼年倶楽部三誌は少年

を組合わせる企画であった。ごみ箱あさりをしている，

少女層の圧倒的な人気に支えられて躍進を続けていっ

あわれなのら犬が，やがて子どもマンガの発展において

た。すなわち昭2の男子の雑誌購読者の中で，少年倶楽

画期的な意義をもつスターlIこのし上がろうとは，彼自身

部は．33.9％，幼年倶楽部は28.9％で，合計すれば約63

予想もしなかったに違いない。

△

守

この企画は犬の生活を借りて，当時未知にして，漠然

％の読者を占め，女子も少女倶楽部，少年倶楽部合計で
4
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たるおそれと，絶対的な権威をもっておおいかぶさって

このはげしい歴史の流れの中にあって，不安からの回

いた軍隊生活の内幕を紹介したところに第1の成功があ

避的あらわれとして，大人マンガはもとより，子どもマ

り，新兵としての悲哀と失敗を身近に感じ，自分ならも

ンガが盛んになっていったことは容易に想像されること

っとうまくやるという，子ども達の優越感を刺激したこ

である。すなわち大人マンガにおいて一平全集，川柳漫

とも成功する一因となったであろう。特に失敗はしつつ

画全集が発刊されたことも，マンガ史上特記すべき事柄

も，時として着実に点をかせぎ，進級してゆくところが

であり，直接間接に子どもマンガに与える影響が大きか

子ども達の夢を満足させ，大きな魅力となったに違いな

ったものと思われる。

また昭和1年の改造社の現代日本文学全集を皮切りに

い。
寺

この成功に勢いを得た講談社は，次に女の子に人気の

始まった，各社の円本合戦は，途中で消滅したものも含

ある兎を取り上げ，昭和8年5月号より婦人倶楽部おみ

めて，一応は終りをつげ，出版界は次の企画を求めて血

やげ付録として蝋凸凹黒兵衛〃を登場させ，少年倶楽部

眼になっていた。このため一時的な現象ではあるが，エ

には昭和10年8月号より、コグマノコロスケ〃をそれぞ

ロ・グロ・ナンセンスの交錯せる際物的出版，左翼出

れ別冊付録として連載し，それぞれ好評を博して後の擬

版，怪しげな金もうけ法，産児制限に類した本などが流

人マンガの基礎を形作るのである。

行したこともこの現われとみることができるが，これら

（c）短篇集，漫遊記からの発足

の殆んどは出版社の商業主義によるもので，世相をその

マンガ単行本は新聞雑誌のマンガの好評に力を得て，

まま代表するものではないにせよ，その一端を示してい

相ついで行なわれた。出版年鑑に最初の児童マンガ本と

る
。

して登載されたのは，宮尾しげをの、東海道五十三次〃

塾

セ

雑誌界においてもこの売らんかな主義は横行し，不振

蝋今弁慶"であった(昭4)。これ以前の漫遊記には宮尾し

の態勢を打破すべく，今に至るまで尾をひいている,､付

げをの帆団子串助"，佐藤みどりの帆金尾多目蔵"などが

録によって読者をつる〃というやや浮薄な競争をきたし

あり，その外日吉堂から10種ほど出版されていたが，い

た。当時の識者にとって「徒らに玩具や絵本かを疑はし

ずれも一九の､道中膝栗毛"などの滑稽本の域を出ない，

むるばかりでなく，内容も指導的精神から離脱して，露

口先の面白さをねらったものか，講談調の立川文庫的な

店式オマケ主義に堕した」雑誌は真に憂うべきものとし

ものであった。

て映ったに違いない。

とにかく漫遊記もので始まった単行本マンガは，これ

なおこの時代におけるもう一つの大きな特徴は，読む

が案外伸びなやんだため，無難な短篇集にもどって再出

雑誌より見る雑誌としての内容が歓迎され，口絵，挿

発を余儀なくされ，田河水泡の蝋漫画の缶詰〃を先頭に

画，写真版等が多くなってきた傾向にあることも，子ど

短篇集の発刊が相次ぎ，昭和7年の短篇集全盛期をむか

も雑誌がマンガ中心に移行するまでの過渡期の現象とし

えるのである。

て，見逃がすことの出来ないことである。
（e）優良図書推薦の発足

（d）不況と戦争におびえる

この時代はまた不況の嵐が吹きまくっていた。出版総

昭和6年文部省は今まで続けて来た図書認定制度を不

数，種類は増加するも生産部数は減少するという状況下

十分として，優良図書推薦規定を設けて積極的に国民の

になった。一方対外関係も，軍縮，不戦条約を締結しつ

教化にのり出してきた。9月1日の官報をもってこれを

つも，済南事件，満州事変などが起こり，軍事的に緊張

公布し，即日施行せられた。しかし主として成人を対象

した情勢が続くなど，世の不安はいよいよ高まっていっ

としていたため，子どもマンガに対してはさしたる影響

た。

はあらわれなかった。
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（f）読売新聞におけるマンガの復活

Iま一等兵，昭和7年7月号に上等兵と，矢つぎ早の昇進

当時，読売新聞は，マンガに特に力をいれていた。昭

を続けているが，その人気に追いうちをかけるように，

和1年頃からよみうり婦人欄中のヨミウリコドモシンブ

昭和7年12月のwlらくる上等兵〃の単行本が出版される

ン欄や，その後の日曜版中の子どもページに4コママン

に及んで爆発的に人気が高まった。
入営当時ののらくろの貧弱なからだにくらべて，この

ガを2篇程度掲載しているが，内容は毎回異なり，いず

頃では人気スターとしての貫録も身につき，図案化され

れも幼稚なものであった。

『

た顔は意匠登録して保護されるほどであった。

その後須山計一の｢文人職業づくし｣，堤寒三の｢昭和

この人気を長く保つため，その後は昭和8年1月より

文壇事始」など有名人のマンガもあるが，長篇連続の子

7

ども向きマンガは昭和4より本格的に復活した。復活の

伍長，昭和9年には曹長と，1階級の進級に1年ずつか

第1陣は，昭和4年9月2日より婦人欄に始まった麻生

けると共に，昭和8年2月号に、のらくろ突進隊"，同

豊の蝋母ァちゃん〃であった。筆はじめにとして作者の

:年5月号に、のらくろ大事件〃の別冊付録をつけて，そ

述べている通り，「のんきなとうさん」同様，わさび卸

の人気維持につとめ，長期連載の態勢をととのえて行く

しの生活から抜け出して，もうすこしおだやかに，和み

のである。

合って住みたい，生活したいということから，子どもと

この頃の読書調査でも，のらくろはつねに第1位にあ

母を中心としたマンガとして出発し，「子供よ和やかに，

り，雑誌購読率では，男子は圧倒的に他を離して少年倶

のんきに，純'盾であれ」という願いをこめて始められ，

楽部が1位を占め，女子でも少女倶楽部についで，少年

昭和5年6月21日まで連載された。

倶楽部の購読が2位を示しているのも，のらくろを中心

w'母ァちゃん〃に続いて，昭和4年12月21日より始まっ

とする講談社のマンガ攻勢の企画の勝利を物語ってい

た宍戸左行の蝋スピード太郎〃が人気マンガとして長期

る。単行本でものらくろの人気は他を圧し，尋常1年か

連載を続けるのである。

ら高等2年の男女という，幅広いファンの支持のうち

J

に，子どもマンガ界に君臨し，その成長の一転期を形作

その後はますますマンガ陣を強化し，昭和5年8月18

る役割を果たすのである。

日から麻生豊下川凹天のほかに宍戸左行，堤寒三，柳

瀬正夢が正式入社した。その時の記事によると「今日の

なおこの人気に便乗して帆チビクロ〃帆のらくら"等類

新聞が，読む新聞であると同時に見る新聞である」とし

似書の発行があり，それが叉人気を呼ぶなど，この時代

て，当時の風潮を論じ，マンガの意義を認めている。そ

ののらくろのオールマイティぶりを示して面白い。

してこの裏付けとして日曜夕刊に1ページ全面に蝋読売

こののらくろブームは出版物ばかりではなく，児童劇

マンガ〃を大きくのせ，またこの5氏は日曜の子ども欄

としてレコードも発売され，映画にもなるなど，其の他

にも精力的な活躍をしている。ついで昭和5年10月26日

あらゆる方面に立体的に進出していくのである。

から色刷りサンデーマンガを一年にわたって出し，この

（b）人気マンガの源流

方針を進めた。なおこの頃東郷青児も1940年型のモダン

この時代に特筆すべきことは，後に次々と人気の主流

ガール，､'フラフラエマ子のラブゲーム〃を描いている。

となったマンガの種類が，次にあげるように，れそぞれ

1つずつのサンプルとして，少年倶楽部に登場している

4−2成長期（昭7−和9）
（a）のら<ろ全盛

ことである。

前期において述べた如く，昭和6年に始まったのらく

●時代チャンバラマンガの前身……田河水泡、神州桜之

ろは，其の後満州事変，日支事変という情勢の中で，軍

助〃（昭和7年新年号より）

これは後になって，昭和29年8月より少年画報に連載

事色を濃くしながらも，好評のうちに昭和7年1月号に
6
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されて異常なまでの人気を集めた、赤銅鈴之助〃に相通

@

特に昭和8年には，大人マンガの単行本は出版され

じるものがあとる考えられる。もちろん後世のストーリ

ず，新聞マンガ，特に政治マンガに活路を求めていった

ーを主とするマンガと，滑稽を主とする初期のマンガと

のに対して，子どもマンガは雑誌から単行本まで隆盛を

では，技法，内容等相違した点は多いが，本質的には，

きわめ，この年に50点もの単行本の出版をみたことは，

立川文庫を源泉とする娯楽的講談調のチャンバラものと

注目すべさ現象である。

いう意味での共通点を見出すことが出来る。

（d）軍国主義の反映

●探検もの，ジャングルもののはしり……島田啓三、冒

満州事変，上海事変を中心として，国際関係の急迫

険ダン吉〃（昭和8年6月号より）
雫

と，世界的不況と極度の緊縮政策によってますます深刻

のらくろよりややおくれて登場したこのマンガは，や

化してきた不景気とは，出版界に少なからぬ影響を及ぼ

がて国策が南進政策をとりあげるに伴って，のらくろに

した。

ならぶ人気マンガとなるのであるが，戦後のジャングル

この頃皇軍意諸時普及のためと称して陸軍省新聞班の手

もの隆盛と一脈相通じるものがある。。

によって創刊された、皇軍の面目〃は意外に好評を博し

●絵物語，！怪魔もののモデル……海野十三作，吉郁二郎

た。これと前後して蝋陸軍〃が新知社から，少年向の

画蝋地中魔〃（昭和8年7月号より)，および久保一穂

､少年海軍グラフ〃が海軍研究社から出版されるなど，

ツプテ

作，山口将吉郎画蝋喋の小太郎〃（昭禾ﾛ9年新年号より）

軍国時代を反映する雑誌が相次いで世に送り出され，左

講談社の特別計画として始まったこの絵物語は，当時

翼出版物やエロ・グロ・ナンセンスものの没落と日本主

流行した街頭紙芝居の流行にヒントを得て作られたと考

義出版物の隆盛に拍車を加えていった。

なお発禁の雑誌も昭和7年には総数3609点に達し，文

えられるが，この流れは後に山川惣治を生み，蝋宣撫の

勇士ハ幻の兄〃などの作品から蝋少年ケニヤ〃に至る

部省が不良出版社摘発にのり出すなど，出版物取り締ま

一連の作品の母体となるのである。

りはますます強化されていった。

●探偵もののさきがけ．．…･吉本三郎、ハマブサ小探偵〃

これらの'情勢の変化に対して，敏感な出版社が，極端

（昭和9年4月号より）

に迎合的なものも含めて，軍国主義を中に織りこんだマ

この時代には，探偵ものはまだ流行とは言えないほど

ンガ本の出版に力をそそいでいったことは自然の成行き

数少なく，単行本マンガ中でも殆んど見られなかった。

傘

であった。

昭和9年7月号には別冊付録として出されたが，のらく

マンガ本の題名をちょっと一覧しただけでも，突撃

ろ，ダン吉，桜之助のトリオに圧されて，次第に勢力を

隊，大戦争，総攻撃，連合軍，勇敢，冒険，無敵，等の

失っていった。

題名がならんでいるところをみても，マンガも軍国主義

（c）児童雑誌（特に娯楽もの）の氾濫

の宣伝に大きな役割を果たしていたことをうかがい知る

この時期における雑誌の進出ぶりは異常なほどで，特

ことが出来る。

に昭和8年には，マンガ誌の滑稽新報（1月創刊)，ニ

4−3欄熟期（昭10‑和12）

コニコ漫画館（2月)，小学生の漫画倶楽部（7月）な
er

（a）非常時下の心理

どを初めとして児童もの創刊雑誌は19誌に及んだ。これ

2．26事件から，防共協定，日支事変とショッキングな

は大人マンガの代表誌である東京パックが，度々発禁と

事件が相ついで起こり，着々と進められていった戦争へ

なり，プロ派が強力な弾圧によって次々と消え去り，火

の歩みの中での人間の心理の不安，特に時代におくれな

の消えたような状態となっていったことと好対照をなし

いために，神経衰弱的症状が人々の心を大きく支配して

ている。

いた。これによって映画が流行し，レビューが盛んにな
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り，エノケンが当代随一の人気者になるのと同じ理由

え〆良心的なマンガとして好評を博した。

で，出版界にも大衆娯楽雑誌とマンガの増加が目立っ

4−4統制期（昭13−昭15）

た。すなわち言論は抑圧され，人心は逃避的となり，そ

（a）児童読み物の統制

の結果として簡明なものにとびつき，感覚的なものに走

児童読み物に日本的な指導精神を持たしめ，そのよう

ろうとする時代の特性が，出版社の巧妙な宣伝と相まっ

な児童読み物の出ることを，積極的に助成しようという

て，第一期のマンガ黄金時代をきずきあげるのである。

目的から，昭和13年内務省は本格的統制にのり出した。
産

その経過は次の如くである。

（b）時局ものの氾濫とマンガ出版
一般図書では時局ものが氾濫し，特に昭和12年には急

昭和13年4月文部省は読み物調査を行なった。その概

激な増加ぶりを示し，7月には27点であった時局ものが

略は巻末の表の通りであるが，要するにマンガが子ども

12月には282点と10倍以上の躍進ぶりで，下半期だけで

の生活に大きく食い入っていることが明らかになった。

1000点をこえる時局関係の単行本が出版された。この傾

そこでその頃ちまたに氾濫していた赤本マンガを中心と

向に反してマンガ単行本では，直接的な戦争ものはかえ

して，児童読み物全般につき検討した。その結果，マン

って影をひそめ,相変わらずの滑稽種,冒険ものが幅をき

ガの過多，用語記事の低俗，卑狼など，改善を要するも

かせていた。特に中村書店発行の講談調マンガ（まんが

のがあるという結論に達した。すなわちどぎつい色彩，

大江山，まんが水戸黄門，まんが真田十勇士）その他は

極端に誇張されたデフォルメ，卑俗な感嘆詞（テヘ，タ

値段の点で講談社，中央公論社に対抗して，同じ4．6

ハ等）などが認められ，内容も，例えば弥次喜多道中記

判190ページで後者の1円以上に対して75銭としている

において，茶店の女中に樟をつかまえられているなど，

のは注目される。

確かにひどいものもあった。

一方のらくろは，山猿軍，熊軍と戦いながら曹長から

心

そして第1回の編集者との懇談会を7月に開催して，

少尉，中尉と順調に昇進してゆくが，新年号には別冊付

各社に低俗マンガの廃止等を提示したが，その後の状況

録となるほど,相も変わらず人気の中心となっていた｡内

が趣旨不徹底であるということで，基礎的な方針を決定

容的にみると，この時代の一般的風潮である軍国主義の

し，10月26日，27日，雑誌絵本の編集者を呼んで，読み

宣伝も，随所に折りこまれていて，例えば昭12年新年号

物に対する指導要綱を示し，本格的統制に乗り出した。

の別冊付録帆のらくろ鬼少尉〃ではのらくろに，「軍旗

統制のきっかけとなったマンガについては，卑狼俗悪

をとられましたといっておめおめ帰れない」「軍旗には

なるマンガ及び用語一一特に赤本マンガ，及びこの程度

神様がついている」と言わせたり，ブル連隊長が「本隊

のもの一切一を禁止し，雑誌中のマンガ，特に長篇マ

が全滅しても軍旗はとり返さなければならぬ」などと言

ンガの量を減じ，其の他仮作物語を現在の半数に減じ，

っているが，戦争場面，殺し合いの場面も，あくまでも

これらにより生まれたページ数は，科学的知識（爆弾，

兵隊ごっこの域を出ず描かれており，7年前に捨てられ

タンク，飛行機等の機能や本質）や歴史的知識に関する

て，親や故郷を知らぬ野良犬育ちの悲哀をにおわせるな

ものにあてることを指示した。そして、桂小五郎〃なる

ど，この時代としては健全なマンガに属すると言えよ

マンガ本を皮切りに，12月末までに33点のマンガ本を発

う
。

行禁止処分にした。

A

，

（b）混乱のマンガ界

なお昭和11年末より発刊された講談社の絵本は蝋おも
しろくてためになる〃をモットに，毎月3〜4点ずつ続

この取り締まりは，純正なるマンガの保護助成を意図

刊されるが，これが意外に人気をよび，特に毎月1点宛

するにあって，マンガの否定を意味するものではないこ

は含まれるマンガ短篇集は昭和16年5月までで45点を数

とを明らかにことわっているにもかかわらず，この結喋
8
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マンガ界は火の消えような状態となり，あわてふためい

これらの政策の内，特にマンガの題材として無難であ

た一部出版社は，180度転換して，教訓型，国策型マン

ると思われる南進，大陸政策は，他のマンガにもとり上

ガ本に走り，例えば傷病兵慰問，廃品回収，勤倹貯蓄を

げられた。すなわち昭和14年，15年のマンガの出版状況

正面におし出したもの，言いかえればマンガの修身教科

をみると，現実の生活から逃避し，外に目を向けて海外

書とも言えるものを出すなど，その対策に狂奔した。

発展，東亜の盟主としての希望を持たせるたぐいのもの

その後この種のものはしだいに淘汰さた肌例えば、愉

が圧倒的で，舞台は大陸，密林，孤島,船,南極,北極，

快な小熊〃などのようなものも出，マンガの本道に帰る

海洋，火星などで，登場するのは原住民，カッパ等，方

とする努力も続けられるが，きゅうくつな用紙事I情と，

法は魔法，親善，探検などと，この傾向を明白にみるこ

ますます強化される指導方針とに圧迫されて，しだいに

とができる。

q

､戸

なお毎日新聞にわずか1年ではあるが，島田啓三の書

沈滞の一途をたどるのである。

いた蝋ブーチン，ターチン〃も当時の海外発展の思想を

この頃の少年倶楽部もこの当局の方針を鋭敏に反映し

折りこんでいた。

ている。一例として昭和13年と昭和14年の新年増刊号を
取りあげ，これを比較してみると，昭和13年には，のら

（。）統制賛成の世論

くろ，冒険タン吉，日の丸旗之助のレギュラーメンバー

統制初期のこの時期においては，当局の方針も一応常

の外にヤジキタ，ユカイ小僧，一心太助などが加わり，

識的なものであり，それまでのものが国民一般の批判を

別に色刷りの事変愛国マンガ集，マンガ出世倶楽部，新

うけるようなものがあったためもあって，世論も賛成の

年大笑い傑作倶楽部の短篇,加えて読者の応募マンガ等，

意見が多数をしめ，さしたる反対もなく受け入れられて

盛り沢山な内容で，224ページ中80ページ近くをさき，

マンガも健全化するかにみえた。

例えば当時の識者は，マンガ本選択の条件として，

』/3はマンガで埋めているに反して，昭和14年には別冊付

1．明るいマンガでなければならない。

録としてのらくろ，ダン吉をつけてはいるが，本誌には
レギュラー以外新顔は見当たらず，マンガページも16ペ

2．理屈に走ったものは困る。

ージ程度に激減して転換のはげしさを物語っている。

3．教訓に過ぎたものはよくない。
4．構想が大きく自由であること。

なおこの時期における少年,倶楽部のもう一つの特色
は，マンガの衰退にともなった絵物語の復活であろう。

5．会話や説明が上品であること。

昭和14年新年号･で発表された村田正の帆黄門と孝子万吉〃

6．豊かなI情緒に富んでいるものであること。

なる10ページの絵物語をはじめ，黒崎義介，細木原青起

などをあげているが，これは今日でも立派に通用する
意見である。

などが描き，5月号には山川惣治が､&面白い家畜の話〃

ｇ﹄

をひっさげて登場し,その特異な画風により人気をよび，

しかしややもすると理想に走りすぎる当局の考えと，

宣撫の勇士，幻の兄，ノモンハンの若鷲"われらの大

それに不必要に追随する一部業者と，何よりも致命的な

地，と次々に作品を発表した。

用紙事'唐の悪化によって，マンガ界は次の沈滞期に入る

（c）南進政策とマンガ

のである。

この頃少年倶楽部に連載されていた代表的マンガであ

この当時の良心的な長篇マンガとして次のようなもの

9
口

る，のらくろ，日の丸旗之助，冒険タン吉は，奇しくも

があげられている。（昭和14年11月現在）

その頃の指導方針である軍国主義，皇国主義（封建制

宍戸左行蝋スピード太郎〃

度)，南進主義をそれぞれ代表するマンガとして，その

井元水明、ハヘのへの竜騎兵〃

宣伝に一役買っていた。

井元水明帆無敵三銃士〃

20Z

9

ツ
(
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芳賀まさを蝋カバサンマンガ〃

し，その内の絵本の出版数もそれに応じて伸びているに

田河水泡、のらくろ〃

反し，マンガは昭和15年の36点に対してそれぞれ17点，

宮尾しげを、一体さん〃

23点，25点と伸びなやんでいる。昭和19年になると絵本

横山隆一、フクちゃん部隊〃

とマンガ本の差はますます対照的になり，極端に窮屈に

横山隆一、江戸シ子健ちゃん〃

なった用紙事情にもかかわらず，絵本は依然として90余

島田啓三、冒険ダン吉〃

点出版されているに反し，マンガ本はただの5点と，殆

坂本牙城蝋タンクタンクラウ〃

んど滅亡に頻していることがわかる。

E

新関けんの介帆トラノコトラチャン〃

（c）人気スター退場

吉本三平帆小熊のコロスケ〃

雑誌界にも時局の波はひしひしとおしよせ，マンガ界

&

の一方の雄として君臨して来たのらくろは，昭和13年1

4−5沈滞期（昭16−昭20）
（a）雑誌連載マンガの禁止

月大尉に昇進し，もはや滑稽物としての要素に行き詰ま

昭和13年に始まった戦時統制は，日支事変から太平洋

りを感じ，「人間の値打は襟章の金筋の数で決められな

戦争へと，国家的未曽有の緊張がつづくうちに次々とそ

い」といって，依願免官で軍隊を退いた。そして大陸に

の指導方針が強化され，全体主義的機構の中で，自由主

わたって軍事探偵，地下資源の開発にあたったが，遂に

義，個人主義的色彩をなくすような傾向に向かって，情

当局の禁止にあって昭和16年10月に11年間の長いマンガ

報局の検閲はますますはげしくなり，その後の雑誌は官

生活にピリオドをうった。

庁の指示による統一されたニュースとその解説ふえん，

のらくろとならんで人気のあった日の丸旗之助もその

また官庁及び指導者層が与える年齢に即した時局意識の

前月に連載が終わり，すでに（昭和14年7月）日本に帰

把握，知性と感性の日本的自覚に基づいた陶冶が指導方

って，カリ公にその主人公をゆずっていた冒険ダン吉と

針として打ち出された。この線にそってあらゆる読み物

加えて，かつてマンガの黄金時代を築き上げたマンガス

を通じ，何らかの形をとって子どもたちに戦意の昂場，

ター達は，相ついで時代の嵐の中に消えていった。

祖国の再認が要請され，絵本を介して幼児にまでも要望
されるようになったのである。

長期連載ものでは，フクちゃんが唯一人，朝日新聞紙
上で無邪気に笑いをふりまいているが，やがて出版機能

このため雑誌連載マンガは商業主義に協力するものと

が麻揮し，昭和19年3月，夕刊廃止の命令に，このマン

して，のらくろ初め次々と連載禁止を通達せられ，用紙

ガ界最後のトリデもついえ去って，マンガの空白時代を

事情窮迫による雑誌整備，ページ数制限とからんで沈滞

迎えるのである。

の一途を辿った。

5．昭和後期（昭20−昭34）

（b）ヨイコツヨイコ絵本時代

5−1復活期（昭20−昭24）

統制当初の健全マンガを育成して，マンガを通しての

（a）出版界の復活

指導というは意向，しだいに影がうすれ，より直接的な

絵本の方に比重がうつっていった。

昭和20年8月ポツダム宣言受諾という敗戦を迎えてか

A

ら，言論，思想の統制から解放された出版界は，出版の．

講談社の絵本も昭和16年5月からマンガと題名をつけ

自由をえてわきたった。

たものはなくなり，昭和17年5月からはコドモエパナシ

と絵本中心のものにかわった。

号

当時の混乱した社会I情勢のなかでいち早く復活をみた

のは絵本であった。戦時中そのままの2色刷でお粗末な

児童書全体でみると，昭和15年の347点が昭和16年の

ものであった。これが昭和21年4月頃から印刷製本設備

697点，昭和17年の1095点，昭和18年の1051点と急増の復旧と共に，粗悪な絵本に代わって「教育絵本」「漫
一

1

0

−

2

0

2

一 言

子どもマンガ史

画絵本」が出版された。これ等の絵本は「くまの子」
（コドモノマド社）の如く，絵本形式のなかにマンガ的

R

さわしく，ヤミ市に玩具と同様に並べられていた。

な手法をもって人生風刺をした佳作もあらわれている

（c）絵物語うける

が，その多くは低調で，はなはだしいものに至っては映

昭和22年に用紙不足を切り抜けるため，極端な用紙の

画，演劇の人気俳優の似顔絵をとり入れたマゲモノ捕物

統制がはじめられ，雑誌のページ数は68ページ以下に制

式があった。

限され，新聞は週2回タプロイド版で発行されるという

一方雑誌にあっては昭和19年出版会の企業整備で縮減
修

とは困難である。お粗末な紙と印刷で，内容はそれにふ

不自由さであったが，ヤミも公然と行なわれ，統制外の

された「少年倶楽部」「少女倶楽部」「小国民の友」「良

仙花紙も出回って，出版界は逐次活気を呈していった。

い子の友」「日本ノコドモ」「週刊少国民」の6誌が，48

この頃占領下にみられる特長として，外国文化の影響に

ページ形式でこぞって復刊した。これに呼応して童話，

刺激され，エロ・グロ・ナンセンス文化がはびこり，こ

時局，マンガ雑誌も次々と創刊され，昭和21年末におけ

れが少なからず子ども達の生活にまで波及していった。

る児童雑誌は60誌以上を数えた。この中には出版協会

このため先にあげた文化的児童雑誌の創刊についで，22

（20年10月発足）の良書優先主義で紙の査定を受けた

年3月頃からは「漫画と読物」「少年ロック」「冒険少

「赤とんぼ」「銀河」などの文化雑誌も含まれている。

年」「冒険グラフ」「漫画少年」などの，大衆雑誌的な色

こうして復刊創刊された雑誌の内容は，読み物が主でマ

彩をもった児童娯楽雑誌の創刊も目だってふえてきた。

ンガは副次的な存在であった。すなわち科学，自然観察

内容は冒険小説，少女小説などの読み物が主で，興味と

が重要視され，英語，ローマ字のページはどの雑誌にも

スリルを中心とした作品で，その殆んどが絵物語形式を

編入され，中には「ローマ字マンガ」が1点1ページの

とっていた。したがってこれら雑誌におけるマンガは1

スペースで掲載されていた。

〜2点程度で，その地位は絵物語のカケの存在旨でしかな

マンガ雑誌にあっては，漫画社の「コドモサンデー｣，

くゾ相対的に低い比率を示していた。

川津書店の｢子供マンガ｣,子供漫画新聞社の「子供漫画

絵物語が戦後いち早く復活をみたのは，戦前の街頭紙

新聞」の3誌が創刊されたが，子ども達の夢を満たすも

芝居で最高の人気を得た永松健夫の「黄金バット」（冒

のとしては不適当で，低俗なものであった。

険活劇文庫連載）であろう。これは日本版のスパーマン

しかし絵本，雑誌も出しさえすれば売れるとあって，

で，その超人的な活躍は当時の人気の焦点であった。

出版社は用紙獲得にぼん走し，活字に飢えていた子ども

この主人公のタイプは後の山川惣治の「少年王者｣｢少

達には内容の如何は問題でなく，乱刷してはその需要に
年ケニヤ」「少年タイガー｣などのターザンものや，桑田
達には内容の如何は問題でなく，乱刷してはその需要に年ケニヤ」「少年タイガー｣などのターザンものや，桑田
応じていた。

次郎の「月光仮面」「まぼろし探偵」の覆面，仮面へと

（b
赤本
ミ市
氾市
濫 に氾濫発展していくのである。しかしやがてテレビの普及，付
（
b））
赤ヤ本
ヤにミ

戦後マンガの復活は赤本マンガとして登場した。録マンガ本の躍進によって，ストーリーマンガが全盛期
遇

特に大阪の玩具問屋街では全国の出版社に先んじて，を迎える昭和30年頃には，絵物語も雑誌からその莱商主を
すきかえしの仙花紙を集め，マンガの生産に力をいれうすくしていくのである。

た。このため「欲シガリマセン勝ツマデハ」といって，なお一つの特長として昭和21年末より，おまけに類す

長い間娯楽から遠ざけられていた子ども達は，きそってる雑誌付録がみられるようになった。これは婦人雑誌の

ヤミ市から赤本マンガを買い求めて，その飢えをいやし影響とみられるが，ページ数の制限下にあった商魂であ
た。こうして出版された赤本マンガは，正規の配給ルーるとはいえ，これがやがては付録合戦へと進展をみるの
ト外で取り引きされていたため，正確な実数をつかむこである。
2 0 3 − 1 1 −
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（。）ストーリーマンガの誕生次活発となっていった。この傾向はマンガ本にも少なか

戦後さかんに輸入されはじめた映画の影響は大きかっらぬ影響を与え，1怪奇さ卑俗さなどがその殆んどで，単
た。西部もの・ターザンもの・スリラーもの・ジャンクに興味におもねったマンガが相当数現われた。
ルものなどが氾濫し，特にスーパーマン，二挺拳銃は子他方雑誌にあっては，ユーモアを中心としたマンガ
どもの;直れのまとになった。に，リアルで挿絵を主とした絵物語が主要なスペースと
その頃大阪から進出したのは，若い学徒の手塚治虫でなり，視覚に訴えるものが多数を占めていた。よってス
ある。氏のマンガ「新宝島」（200ページ長編マンガ）がトーリーマンガが雑誌に登場するまでは，もっぱら単行

p

大阪の育英出版社から出されたのは昭和21年の末であっ本にその活路を見出していた。

た。その後これがベストセラーとなって，短期間に40万こうして「新宝島」を皮切りに，映画形式のストーリ
部も売れたとあっては，正に子どもマンガ界に一大旋風一マンガは，その後も続々と刊行され，これがやがては

をまきおこしたといえよう。すなわち戦前の滑稽を中心マンガブームを招く源泉となるのである。
としたマンガに対して,笑いは必ずしも目的でなく，スジ

（e）マンガブームを来たす

の運びが主であるという長編マンガの出現は，ここにい出せば売れた華やかな時代が過ぎて，昭和23年デフレ
わゆるストーリーマンガの土台が築かれたわけである。の傾向が現われると，人々の購買力は減退し，返品によ

戦前にも長編ものとしては「のらくろ」「冒険ダン吉」るダンピングが現われ，出版社の攻防戦はますますその
等があったが，これら戦前のものは滑稽が主で，場面の激しさを加え，仙花紙を用いた出版は旺盛を極めた。

展開も単純で，コマの運びもおそく平面的であった。手当時の子どもマンガの状況は，青少年文化懇話会の機
塚は「ジャングル大帝」第1巻のあとがきに『ストーリ関誌である「生活学校」（1948．6）によると33年3月発
一マンガとわたし』という中で，「①スリルをうんとも行の単行本形式のマンガ(絵本形式除外)は133点で，調

り込み②場面の運びにスピード感をもたせ③画面も査もれを考えれば150点はこえるであろうと推定してい
適当に変化をつけた」と述べている。すなわちスリル，る。その生産の様子は東京と大阪が二大根拠地で，当時
スピード，スペクタルを要素として，今までのマンガの大阪の方が優勢であった。内容は冒険探偵ものが圧倒的
概念では考えられない新しい分野を開拓したのである。多数で，次に一般的ナンセンスもの，そして講談ものと
今日の子どもマンガの90％はストーリーマンガレこよっ名作絵物語とがこれにつぎ，その題名には，漂流，密
て占められていることと考えあわせてみれば，氏の功績林，海賊，捕物，秘密をつけたものが多く，スリルとナ
は永く子どもマンガ界に残ることと思える。氏はその後ンセンスの白昼夢をくりひろげていた。

「ジャングル魔境」「魔法屋敷」「妖怪探偵団」「鉄腕アこうした中で戦前，戦中に活躍した「団子串助」「の

トム」等相ついで！怪魔物に健筆をふるい，いわゆるスーんきなとうさん」「のらくろ」「フクチャン」等が「健全
パーマン的な「空想科学マンガ家」と称され，ますますマンガ」の叫びに応じて登場した。特に21年7月号より
子ども達の人気を集めていった。

少年倶楽部に連載された横井福次郎の「不思議な国のプ

ヘ

当時は童話物にかわって冒険探偵などの物語の出版がヅチャー」「冒険児プッチャー」がその後単行本になる

多く，昭和22年上半期30数点が下半期は40余点となり，や,その愛読者はかなりの数を占めるに至った｡しかしこ
児童図書の10％を占めるに至った。その内容は興味とスうした戦前派の滑稽を主としたマンガも，ストーリーマ
リルのみを中心として描いた作品が多く，なかには浮浪ンガには到底及ばず，スリルとスピードに馴れた子ども

児を扱った「五人の冒険」などもあった。そしてこの冒達にも比較的歓迎されず，ついにストーリーマンガに圧
険ものは昭和23年頃通俗小説のめざましい発展と共に漸倒されていった。これがため大阪を中心にI怪魔物・ギャ
ー 1 2 − 2 0 冬

9
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ング物のマンガは，ますますその数を増し，ついに24年

出来る。その多くは絵物語に近いものであった。

1月マンガブームは頂点に達したのである。

（9）よい読み物を望む世論

なお出版年鑑による当時の出版状況をみると，昭和22

2

マンガ本の売れ行きはますます増え，娯楽雑誌の出版

年に50点であったマンガは23年にはその80倍もの444点

もかなり多く，子どもの教育上どうかと思われる読み物

を示し；その30％は探検，活劇，推理，魔術などの冒険

が氾濫するにつれて，よい読み物を望む世論は漸次高ま

探偵マンガであった。よってマンガブームは冒探ものか

ってきた。

らともいえるのである。こうして戦前にもあったが世の
ザ

かつて22年10月NHKでは「出版界に望む」と題して

中が不景気になればなるほど，マンガの出版が増えると

街頭放送をここみた。その声としては,駄本・エロ本は

いうことは，皮肉な現象といわざるを得ない。

社会悪で，文化国家建設を阻害するもので，ひいては子

（f）児童雑誌のマンガ化

どもに悪影響を及ぼすため，不同盟をむすび，また良書

マンガブームは頂点に達し，毎月150点余の出版をみ

をもって悪害を追放せよと厳しく出版社の商業主義を批

るに至ったが，このことは雑誌にも反映して，いよいよ

判した。これに対して出版社側は資金運転のためには通

娯楽雑誌の創刊を助長していった。福島鉄次の絵物語
蝋沙漠の魔王"が呼び物の冒険王，ラジオに放送されて一

躍人気をさらった蝋赤胴鈴之助〃の少年画報，、少年王
者〃で人気を得たおもしるブック等が相ついで創刊さ

俗本・マンガ本の出版もやむを得ず，むしろヤミ紙の撲
滅，配給紙の確保にあるとして，当時の政治の貧困をつ
くのみで，大衆の意見は参考程度にして終わってしまっ
た。

れ，絵物語や痛快ものを多く掲載した。一方一般児童雑

一方中堅，新進のマンガ家をもって結成されている

誌にも絵物語，マンガの視覚的ページが多くとり入れら

「漫画家集団」では，23年8月光文社，漫画社，子供漫

れた。すなわちマンガにあっては，島田啓三の、カリ公

画新聞社（当時のマンガ有力出版社）等の後援のもとに

の冒険〃（少年倶楽部)，長谷川町子の蝋仲よし手帳〃倉

「健全マンガ」の確立をめざし，一大運動を起こした。

金良行の、あんみつ姫〃（少女)，杉浦幸雄の、アハハク

この運動は新聞，雑誌，放送，映画等によって一般へ呼

ラス〃・南義郎の帆なかちやんよっちゃん〃（少女'倶楽

びかけると共に，デパート，劇場などで展覧会，座談会

部）がそれで，各誌とも4〜5点掲載した。

を開いてマンガの浄化へと力をいれていった。

こうしたマンガ及び絵物語や痛快，熱血読み物を満載

これに対して出版会は「出版綱領委員会」を設けて，

した娯楽雑誌の進出で打撃をうけたのは，「銀河」「子供出版会の自主的浄化と世論に答えた。しかしブームを呼
の世界」「少年少女の広場」等の文化雑誌で，次々と廃んだマンガ本は，その後やや減少したとはいえ，逆に娯
休刊するという憂目にあった。この要因は付録に対する楽雑誌への進出が目だち，依然旺盛を極めていくのであ
興味の問題もさることながら，視覚的なページが少なくる。

強烈な刺激を喚起する点に欠けていたためでもあろう。なお週刊朝日（24年4月24日号)には，「こどもの赤本
他方新聞にあっても，用紙の統制緩和と共に夕刊が発一俗悪マンガを衝く」が，トップ記事として世論に訴え
● ● ● ● ●

qr

行され，マンガもそれに従って登場していった。轟先ている。その論評をみると「一番困るのは講談だね，ヤ
● ● ● ●

生，デンスケ等の戦前のマンガ家の再登場もあったが，

クザだれのマンガである。子どもはデモクラシーの原則

各誌の殆んどは外国マンガを掲載していた。を身につけていかなければならないのに，マンガ本の中
なお当時ベストセラーとなったものの中には「少年王には，忍術などの時代錯誤のものや，侠客などのヤクザ
者」「新宝島」「黄金バット」や，横井福次郎のターザンものなどあって，これが全体の30％を占め，最近ますま
もの，宮尾しげをの西遊記などのマンガをあげることがすふえる傾向にある」といっている。
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しかし物価の高騰により廃休刊する雑誌が続出し，優

こうした動きは昭和30年に起こった「悪書追放運動」

にまで発展する一つの導火線ともなって，良書を望む世

勝劣敗がはげしかった。

論は以後ますますジャーナリズムの上で問題とされてい

（b）新聞の連載マンガ

った。しかしこうした世論の動きをよそに，用紙の統制

用紙の出回りにともない，マンガは新聞紙上にも発展

が解除されていくにつれて，出版社の競争は一段とはげ

していった。当初は「チックヤング」「ナンシー」「フィ

しさを増していった。

ッシャー」「ジグス」などの外国マンガが主であった。
これらは中流家庭の日常生活に取材し，明るいユーモア

5−2発展期（昭25−昭27）
（a）自由競争でわきたつ

をその内容としていたが，子ども達には歓迎されなかっ

国力の復興と用紙の生産が向上するにつれて，昭和24

た。

年末より好転をみせた用紙事I清も，昭和25年生活必需品

しかし昭和25年からは戦前に活躍した漫画集団のメン

の統制緩和と共に解除された。このため出版界は自由競

バーが登場し，各紙に人気マンガを発表していった。秋

争でわきたった。

好かおるの「蕊先生」（読売)，横山隆一の「デンスケ｣，

しかし昭和23年暮れ以来諸物 価の高騰により，金づま

泰三の「プーサン」（毎日)，長谷川町子の「サザエさ

り，失業者激増，大衆の購買力低下という不況期であっ

ん」（朝日）がそれである。また24年夕刊読売の家庭欄，

たため，良心的な出版は捨てて，われ先にと子どもにコ

25年産経の子どもページ等が，それぞれ設置されてから

ピるものに走った。しかしマンガ本も昭和25年はじめま

は，新聞におけるマンガが子ども達の興味をひきつける

では1か月に30冊以上の新刊をみたが，4月以降は10冊

ようなった。

以下に止まっている。また出版年鑑をみても昭和24年は

なお26年10月産経に山川惣治の「少年ケニヤ」が掲載

188点，25年は187点と，かつてみたマンガブームから

されてからは，絵物語はますます雑誌，単行本に多くと

は隔世の感がある。

り入れられ，視覚面からくる興味を助長していった。原

こうした不況期をのり越えるため各出版社は，雑誌の

始土人，白人美女や，大蛇，巨象，吸血毒グモ等，多く

ページ数をふやし定勧価をすえおくという，実質的な定価

の猛獣があらわれ，恐い､底なし沼，地獄の密林，地底

の引き下げや，付録によるサービスなど，量による激し

の世界，マサヤ絶壁など，アフリカのケニヤ高原を舞台

い競争に追いこまれた。特に付録による競争は25年下半

にして，活躍する日本のワタル少年は，先にあげた「少

期には一そう激しくなった。しかし付録にマンガを付け

年王者」以上の愛読者を獲得した。これが28年単行本と

るようになったのは，29年6月以降で，国鉄からの抗議

して発行されてから以後は，各巻ベストセラーの第1位

で紙製品のみに制限されたからであった。

となり，文化放送，新日本放送，北海道放送などの民間

一方25年6月朝鮮動乱が勃発し，大衆の生活水準はま

放送や，映画にも進出していった。

すます低下の一路をたどった。こうした中で科学冒険に

こうして新聞に連載された絵物語は別として，4コマ

名をかりた仮想敵国との戦争ものや，暴力を肯定すると

で表現する連載マンガの多くは，題材も事件的であるよ

いった読み物も現われたが，かつてベストセラーとなっ

りは日常生活的であるほうが理解と共感を呼びやすい。

た山川惣治の「少年王者」が「おもしろブック」に登場

したがってストーリーマンガが全盛期にあっても，新聞

するに及んで，このイミテーションが次々に現われた。

マンガはひとり戦前からの滑稽を主としたギャグマンガ

《

6

少年王者はアフリカのジャングルを舞台に，原住民や

の継承者として，進展していった。

猛獣と戦うという未知の世界での冒険探偵絵物語であ

（c）サザエさん登場

ストーリーマンガ全盛の谷間にあって，ささいな日常

る。
−14−
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9

野

生活の中に笑いを見いだすという長谷川町子の「サザエ

ラごっこがさかんとなり，忍術もの，チャンバラものの

さん」が朝日新聞に登場したのは，昭和26年の4月であ

いわゆる「活劇マンガ」が頭角を現わしてきた。それは

る。氏は「のらくろ」の作家，田河水泡の門下生として

荒木叉右衛門のような個人的な武勇伝に仇討ちを組み入

指導をうけ，戦後間もなく「夕刊フクニチ」に連載マン

れたもの，忠臣蔵，宮本武蔵の武者修業〆水戸黄門の名

ガを描いていた。やがて上京して単行本を出したが，さ

君もの，幡随院長兵衛以下国定忠治，清水次郎長一家の

して世評は得られなかった。そこで昭和24年雑誌「少

ような侠客もの,鼠小僧の義賊ものなど数多く出版され，

女」の新年号に「仲よし手帳」（サザエさんの少女版）

偉大な普及力と人気を獲得していった。

を発表してから以後は，倉金良行の「あんみつ姫」と並

一方軍艦マーチが復活し，科学冒険に名をかりた好戦

んで，姫もの式マンガの流行をさそう源泉となり，人気

的読み物もさかんになって戦記ものの復活をみた。こう

作家の一人として数えられた。

した右旋回が強まるにつれて，戦争玩具，精巧なピスト

サザエさんの人気はその後ますます高まり，昭和27年
再生児童図書館の貸出し統計をみても，1か月540回と

記録され，また毎日新聞社の「読書世論調査」の結果
も，それぞれトップに浮かび上がっている。この傾向は

ルが氾濫し，一時戦争玩具追放運動が起きるほどであっ
た。しかし「チンピラ二挺ピストル」「少年二挺挙銃」

「大陸非常線」「魔境の銃声」等の赤本マンガは，その
復古調の波にのってますます躍進していった。

また他方，昭和26年民間放送が開始され，娯楽番組が

男子の手塚ものと共に，子どもマンガ界に最高の人気を
保持していった。

多く電波に乗るにつれて，児童娯楽雑誌も大進出をとげ

このマンガの笑いの要素を分析してみると，感ちが

た。この結果各誌にマンガが漸次数多くとり入れられて

い，失敗や軽はずみな行為，偶然的な事件などをあげる

いった。たとえば講談社系の雑誌も娯楽面を強調し，マ

ことが出来る。日常の身近にいそうな登場人物の行動の

ンガの点数も27年には14〜15点と前年の倍以上かかげて

中に，そうした笑いの要素をたくみに織りこんだもので

いたo

あった。中には作者が女性であるために，男のマンガ家

また当時のもう一つの特長として，名作，伝記ものを

では考えも及ばない「ぬか味噌」の臭いが，庶民的な共

マンガ化する傾向がある。すなわち手塚氏によって開拓

鳴を得たのであろう，という説もあるが，一つの見方と

されたストーリーマンガも，25年頃からは需要に応じき

しておもしろい。要はアイデアがポンチ絵的なオドケ絵

れなくなった。これに加えてディズニーの「ミッキーマ

からぬけ出ているところに，その人気を支える原動力が

ウス‑1や「ポパイ」「バンビ」「シンデレラ」等のシリー

ひそんでいると思える。

ズものも出版された。

（d）復古調めだつ

講和による占領時代も終わりを告げ，人々の心も落ち
駆

つきを取り戻すにつれて，復古調が各方面にみられた。

映画，演劇もそうであるが出版界は特にその傾向が著し

こうしたことが原因して「ピノキオ」「宝島」「イワン

の馬鹿」「フランダースの犬」「二宮金次郎」「野口英世一

「石川啄木」など名作や伝記を素材としたマンガ化が目
だってふえてきた。

かった。すなわち時代の落ちつきと共に復古気分がもり

5−3全盛期（昭28−昭31）

竜

上がり，日本の歴史に対して認識を新たにし始めたこと

（a）児童雑誌の大型化

や，時代的なものを扱う制約が緩和されたこと，及び時

民間放送も軌道にのり，昭和28年ラジオの普及率も70

代ものの常道が勧善懲悪を扱うことで，それが一般大衆

％に達した｡また28年2月1日NHKテレビ,続いて8月

の好みにピッタリ合っていることなどがその原因として

28日日本テレビの放送が開始されてからは，テレビ時代

あずわししよう。これが影響して子ども達の問にチャンバという新しいマス・コミ状況が開けていった。これに対
2 0 7 − 1 5 −
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応して児童雑誌の大型化が行なわれた。従来のA5判か
らB5判に移行したのである。これは付録がよぎなく輸

「覆面王者」「ばてれん屋敷の秘密」「岩見重太郎」「霧

隠才蔵」「漫画紅孔雀」「三人姫」等であった。

送関係から制限されて，金属性，木製等のいわゆる紙製

しかし本誌，付録共に卑俗なマンガが多く，識者間の

品以外の付録が許されなくなり，このため飛躍的な企画

批判がむけられ出した。ことに週刊サンケイ（29年10月

がとれないことや，文字よりも視覚に訴えることを重視

31日）の「児童読物改善運動」の中に「スリルオンリー

してきたことがその原因とみられよう。このため絵物語

の満載で，斗争の場面が圧倒的に多く，力即正義である

｡

や，マンガの活躍する舞台が一そう広くなってきた。福

かのような印象をうける」と指摘しているのもその現わ

井英一の「イガグリくん」が登場したのもこの時であ

れである。

夕

ダ

る。マンガ本においては，26年，27年と躍進をとげたジ

これに対して子どもの健全な気持を育成しようという

ャングルものは28年にはいって15点と半減し，ユーモア

ことで，マンガ出版社の有志（曙・金の星・泰光堂・太

ものも83点から48点と減少し，ストーリーをもったチャ

平洋文庫・東京漫画・中村）6社によって「児童漫画出

ンバラ，名作ものがふえていった。特に活劇マンガはマ

版同志会」という業者団体をつくり，出版の反省，相互

ンガ出版の22％を示し，27年以来時代劇映画の隆盛と相

の批判，研究をつみ，もってマンガの向上につとめた。

まって漸次増加していった。

しかしこうした声も部分的なものに終わってしまい，世

もう一つの特長としては28年秋頃から，探偵小説の再

論はあげて悪書追放の運動に傾いていった。

刊，新刊が目だち，このため冒険探偵マンガも最高の頻

（c）良書普及と悪書追放

度をもち，なかでもI怪魔物が全盛をきわめ，魔，怪，

良書の推せん普及と不良書追放のための催しや声明運

影，覆の題名が人気の中心であった。

動は，以前から各種団体によって行なわれたが，そのこ

（b）時代マンガ全盛

ろ出版，映画等の青少年に及ぼす悪影響から，不良文化

昭和29年の出版界は戦後最大の不況に見まわれた。出

財を追放しようという動きはますます高まってきた。

版年鑑によると,総出版点数は前年に比較して500点もの

日本読書新聞にあっては低俗雑誌からいかに子どもを

減少をみている。ところがマンガ本は逆に256から277点

守ったらよいかという方針で，児童雑誌の実態を分析

と増加している。その傾向をみると!怪魔ものは殆んどみ

（30年3月21日・4月4日・4月18日）しているが，こ

られず，時代マンガが出版の大部分を占めており，29年

れによるとマンガは平均10編を数え，その傾向は荒唐無

には前年の3倍近くの出版をみた。柳生十兵衛，佐々木

稽，非科学性はザラで，時代に逆行する言葉が流行して

小次郎，新撰組などを扱ったもので，主として，きんら

いると指摘している。

ん社，曙出版,東京漫画出版社,中村書店から1冊130円

4月20日には「子どもを守る会」と児童雑誌出版社

で出された。このことは「笛吹童子」「鞍馬天狗」のラ

（秋田・学研・小学館・少画・集英等）とが，学校図書

ジオ種のマンガ化が大きく影響を与えたものと思える。

館を中心とする読書環境並びに児童の選択能力を養い，

この成功に刺激されてか「三日月童子」「たつまき童子」

協力して低俗雑誌を追放するという意見を交換し合っ

「鞍馬剣士」「黒頭巾」などの類書もかなり多くみられ

a

た。
6

また東京母の会や主婦連合会では，「見ない．買わな

た。しかしこのブームは昭和29年を頂点に衰退した。
単行本に比較して雑誌界は比較的デフレの影響をうけ

い．読まない」という，いわゆる、三ない運動〃をおし進

ず，好調であった。雑誌におけるマンガの量は戦前に比

めていった。特に子ども達に不良雑誌をみせてはならん

べ20％もふえ，その点数は平均9点を数え，「冒険王｣に

というので，東京母の会連合会は50余の支部を動員して

あっては20点もの多きに達した。その多くは絵物語的で

不良雑誌をかき集めた。その数約5万といわれ，このま
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まクズ屋に渡しては再び戻ってくるというので焼いたりはボクシング，レスリングものである。

破ったりした。これに対して出版界は「出版物倫理化運これを見ても題名は皆「○○くん」であり，その類型
動委員会」を結成（5月16日）し，出版自粛の声明を出がかなりの数にのぼっている。いまその内容を検討して
したほどであった。みると，およそ次のようである。
しかし,こうした措置はややヒステリックになり,残童(1)反則を正当化し，勝てばよいという傾向がみられる
ヨ

Q〆

・暴力．!怪奇的な出版物を追放するという趣旨以上に，

(2)つまらぬことで争ったり，暴力に訴える。

雑誌だから低俗だという印象を強く与え，一般雑誌の売(3)スポーツ選手を悪人にしたてる。
れ行きを停滞させたばかりでなく，その余波は著名な児(4)試合に勝つために事前に圧力をかける。
童雑誌の休刊にまで及んだ。すなわち明治，大正，昭和

すなわち正義が悪に勝つという仕組みになって実に単

へとその伝統を保持してきた「少女の友」（実業之日本純なものであるが，しかし常に真剣勝負なので，きまつ
社）や「幼年」（博英社)，学研の「二・三年ブック」がて決斗の場面が展開する。

次々に休刊していった。なお河出書房の「小学生中級版こうなってはスポーツマンガはあり得ないが，正しい
・上級版」の二誌も，付録マンガ本の物量戦におしまくものに味方する正義感と，強いものに'直れる英雄崇拝と
られたのも原因していようが，悪書旋風のしわよせとしが，子ども達の夢を満たしてくれるのである。こうして
て新年号，2月号を出すのみで休刊する運命となった。負曝小説の流行するなかで特に柔道，剣道マンガはます
この結果極度にひどい残虐なもの，怪奇なものはあるます発展していった。
程度雑誌から姿を消していったが，低俗さが平均して誌

（e）睦えったマンガブーム

面をおおうようになった。こうして悪書追放も根本的な

悪書追放の声も下火となるや，マンガ本や娯楽雑誌も

解決をみずにして漸次下火となり，付録も世評を浴びな情勢を判断して反撃していった。特にテレビ，映画が影
がらも専らマンガに集中し，−誌に5．6冊もつけ，新響して「メイ子．トモ子．いずみ．くるみ、錦之助．千
年号では7〜8冊にもなった。

代之助」等の人気スターを追うマンガが目だって増えて

（d）スポーツマンが大流行きた。また30年の剣豪ブームの後をうけて，「笛吹童子」
悪書追放運動は雑誌自体の内容にも変化を与え，怪奇「天兵童子」「章駄天童子｣「稲妻童子」のいわゆる童子
的な』整想冒険ものの代わりに，スポーツを素材としたマものも増え，雑誌の別冊付録にもこの剣豪ものが数多く
ンガが数多くとり入れられていった。とり入れられた。

恩

戦前には殆んどみられなかったが，戦後スポーツの大娯楽雑誌の進出もまた目ざましかった。「冒険王」が
衆化にともない，野球，すもう等の人気スターへの 瞳れ20万から25万部へと伸び，余り目だたなかった「少年画
は大変なものである。また武道が再評価されるようにな報」も「赤胴鈴之助」を連載して以来大いに歓迎され，
り，加えてテレビの影響としてプロレスの国際試合に熱30年には20万部に満たない発行高が，31年には23〜24万
狂的な人気がわき力道山は子どもの英雄ともな'った。部と伸び，一本のマンガがその雑誌の運命を左右すると
こうした社会情勢はスポーツブームをきたすのには絶好いう結果をもたらした。

守．

期であった。一方講談社は30年に「ぼくら」「なかよし」を，小学
「イガグリくん」「少年姿三四郎j「月影四郎」「ダル館は「よい子」をそれぞれ創刊し，この両社の対立はま

マくん」などはいずれも柔道ものであり，「木刀くん」すます激しさを増していった。しかしこの対立は逆に子
「赤胴鈴之助」は剣道ものであり，そして「鉄腕パンチども達の興味を引きつける策として，ますますマンガの
くん」「拳斗パンチくん」「力道くん｣「力道力松くん」生産に拍車をかけるという結果をもたらした。
2 0 9 − 1 7 −
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また漫画集団を中心とする文春の「漫画読本」の好評
に刺激されて，各新聞社の週刊誌が一斉に増刊，別冊で

れである……」これが作者の言葉である。

こうした作者の意図から生まれたこの物語は，親孝行
で，正義に強い鈴之助が，父のかたみの赤胴を身につ

マンガを追いはじめた。このため「週刊漫画タイムス」

（芳文社）も創刊され，大衆雑誌をはじめ多くの雑誌に

け，江戸に出て千葉周作の門にはいって剣の道を学ぶ。

やがて諸国へ修業に旅だち，勧善懲悪のすえ，ついに

も，マンガのページが多くとり入れられた。

娯楽雑誌の進出は当然マンガの量も多くを数え，6雑
誌（巻末マンガ史年表参照）平均20点となり，特に「少

「真空斬り」を体得するというのがそのストーリーであ

p

る。

当時の出版界は悪書追放旋風に包まれ，子どもの読み

年画報」に至っては実に33点の多きに達した。

，

こうしてマンガ本の発行点数は，かつてマンガプーム

物はすべて俗悪であるという印象さえ与え，道徳教育の

を招いた昭和23年より上廻る447点を数え，戦後最高の

必要性を望む世論もかなり強かった。そうした社会的背

出版数を数えるに至った。

景の中で，少年剣士鈴之助は，ラジオ東京をはじめ各民

また小学館・文芸春秋では，健全明朗な子どもマンガ

間放送を通じて，全国のファンの心をわきたたせ，その

の振興を図るため，毎年その年間を通じて優秀作品を発

人気は連鎖反応として拡がっていった。大映による映画

表し，表彰しているのも，マンガブームに拍車をかける

化や，主題歌のレコードが売り出され，さらに33年から

好材料であった。

はテレビにまで登場していった。

このような匙えったマンガブームに対して，全国SL

特にラジオにおいては，NHKの「新諸国物語」以来

A宇都宮大会では,マンガ浄化を決議したほどであるが，

のブームだといわれ，読書調査（毎日新聞・出版科学）

具体的な方法として実現しないままになってしまった。

の統計をみても，サザエさん同様，広い階層にわたって

．こうしてマンガブームも33年のいわゆる「なく底景

気」を迎えると，出版数も更に躍進を遂げるのである。

その人気を保持している。

こうして出版・ラジオ・映画の提携によって成功を得

た赤胴は，その後も続々と単行本として巻を重ねてい

5−4提携期（昭32−昭34）

き，5巻あたりまでは各巻7〜8万部の売れ行き（書店

（a）「赤胴鈴之助」「まぼろし探偵」「月光仮面」
「剣をとっては日本一に，夢は大きな少年剣士……」

調査）を示した。しかし真空斬りを体得してから以後の

の「赤胴鈴之助」が初めて電波にのったのは，32年1月

6巻あたりからは，単なる活劇ものとして評価されたの

6日のラジオ東京からであった。竹刀の音と共に元気な

か，あきられ，やがては桑田次郎の「月光仮面」「まぼ

「オオ，ガンバレ，ツヨイゾ……」のかけ声が流れ出す

ろし探偵」にその人気を奪われていった。

「まぼろし探偵」は少年画報に連載（32年11月号より）

と，子ども達はみんなワクワクした。

「少年画報」に長編連載マンガとして掲載されたのは

29年の8月号からで，以来今日に及んでいるが，その問

された。

当初は，「探偵王」と題していたが「まぼろし団の

単行本としても発行され，35万部という最高の売れ行き

巻」からはその題名が変更され，7月に単行本となり，

を示した。

34年3月テレビ登場と進展していったd各巻の見返しに

｡単行本になった各巻の巻頭には，作者武内つなよしの

「進くんは少画新聞の少年記者ですが，父の富士警部を

「読者のみなさんへ」と題した挨拶文がのらている。

たすけて冒険したくてたまらない……仮面をつけて活躍

「親おもいで心がやさしく，正義のためには何ものにも

する」とあって，そのいでたちはテーマソングにもある

恐れない勇気の少年.／日本中の少年がみんなこのよう

ように「赤い帽子に黒マスク，黄色いマフラーなびかせ

な少年になってもらいたいと，願いながらかいたのがこ

て」である。そしてそのストーリーは謎の犯人黒マント
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の正体をまぼろし探偵（進少年）が遂に見破るというも

ほか伸び，電化ブームがまき起こった。テレビも年末に

ので，ピストルを乱射するせいかんな表'清はスリル満点

は350万台に達し，3世帯に1台という普及ぶりを示し

である。

た（出版年鑑)。このため1日4時間程度テレビにかじり

「月光仮面」は33年5月より少年クラブに連載され，
9

q〆

ついている，いわゆるテレビチャイルドが40％にも達し

9月には第1巻第1集として単行本になっている。そし

ていた（文部省テレビ影響凋査委員会報告)。こうして

て前者同様34年1月にはテレビ化され，その人気は倍加

急速に普及するテレビに対抗して，斜陽扱いされた映画

されていった。正体の知れない正義の使者月光仮面はス

界も「シネスコ，カラー｣という武器で3本立の興行形

マートなスタイルで，白いマントをひるがえし，覆面姿

式をとって，市場確保にけん命な努力を払っていった。

で神出鬼没し，善を助け悪にたちむかうという奇抜なス

こうしたことは活字文化にも影響して，子どもの週刊娯

トーリーである。そして当時の子どもの遊びにも広く

楽雑誌を生み出すに至った。

浸透していた。今その人気の傾向をみると（出版科学

多年児童雑誌界のライバルである講談社，小学館が共

1948,49年版）33年度はなんといっても赤胴の全盛時

に「日本ではじめての少年向きの週刊誌」というキャッ

代で，女子のサザエさんと同様人気のトシプを飾ってい

チフレーズで「週刊少年マガジン｣，「週刊少年サンデ

る。その順序は赤胴，サザエ，まぼろし，月光となって

ー」を創刊した。その創刊号（3月17日）を比較してみ

いるが，34年度はまぼろし，サザエ，月光，赤胴とな

ると，講談社のマガジンにあっては，テレビとのタイア

り，赤胴の後退を示している。

ップが強く，テレピマンガ「天兵童子」をはじめ，探偵

（b）シリーズものの続出

マンガ，冒険読み物等が中心内容で，マンガ別冊付録を

こうして33年度はいわゆる「なく底景気」といわれ，

3冊つけ40円であった。一方小学館のサンデーにあって

23年デフレ時代同様不景気が手伝って，出版点数は戦前

は，その内容は前者と同様であるが，少年の夢をかきた

戦後を通じて最高の615点を数えた。特に単行本の傾向

てるプロ野球選手名鑑の別冊付録を，1冊つけて30円と

としては，マンガブームと読者層の拡大につれて，シリ

して出された｡その後付録については国鉄からの注文も

ーズの形をとったものが多くみられた。すなわち初期の

あって，5号からはなくなっているが，内容については

作品から現在に至るものをまとめた「手塚治虫マンガ全

殆んど月刊雑誌と比較して何等特色がなく，せいぜいス

集｣，講談社の「特選マンガシリーズ｣，きんらん社の

ポーツニュースとか，テレビ番組の案内あたりが違うの

「童謡マンガ」100巻，人工衛星を主とした「なぜなぜ

みで，さほど魅力が感じられない。すなわちマンガが中

マンガ学習文庫｣,太平洋文庫の創作時代物シリーズ，秋

心で｢スリル博士」「まぼろし大将」「宇宙少年トンダー」

⑨壷哩

玲二の「勉強マンガ｣，そして大人子どもを対象とした

｢海の王子」「スポーツマン金太郎」（サンデー6月25日）

｢サザエさん」「鐙先生」「デンスケ」「おとらさん」も出

等5編を数え，総ページ60の中の37ページを占め，60％

版された。しかしこうしたシリーズものは雑誌の売れ行

以上にのぼっている。しかし人工衛星が空を飛び，宇宙

きに比較して悪いために，次号を待つ子どもの心理をね

旅行さえ夢でなくなってきつつある現状は，当然社会の

らってとった苦肉の策とみるのが実'清のようである。

動きもスピード化され,これによって月刊読み物よりも，

す

この盛況は長くつづかず,'翌年には30％減の430点と

娯楽を多くもった週刊誌のほうが，より歓迎されという

結果になるのである。こうして単行本，月刊雑誌の売れ

なっているα

（c）少年週刊誌

行き不振を尻目にますます発展していった。

なべ底景気から神武，岩戸景気（当時の流行語）と好

【。）マンガブームは去る力伽

況の波にのって，34年には消費物資の売れ行きが思いの
gZZ

マンガとテレビとのタイアップは，その後ますます強
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まっていった。雑誌の目次に「○○テレビ放送中」とあ

(2)昭和元年より，昭和34年まで，変せんの過程を見取

るのもその一例である。

図とした。

しかしマンガ単行本は34年春頃から行きづまり，その

◎雑誌について

打開策としてB6判からA5判へのデラックス化が現わ

(1)児童読物月刊雑誌6誌に連載されたマンガ。

れた。これもテレビの影響とみられる。このためストー

(2)連載期間の比較的長いもの，および人気マンガ，ま

リーマンガも質的に変化し，「動かざる映画」としてま

たは絵物語。

すます映画的手法を大胆にとり入れてきた。原作者と画

(3)少年向きの3誌と少女向き3誌。

④

家の分離もそのよい証拠である。内容は刺激の強い怪魔

①少年クラブ講談社

物にかわってロボットものが多くみられた。特にロボッ

②少女クラブ講談社

トものの生みの親といわれる前谷'准光の作品は数多く読

③少年画報明々社，少年画報社

まれ，中でも「ロボット三等兵」はその代表作である。

④少女光文社

すなわち怪魔，活劇とちがって，怪物とか殺し合う不気

⑤冒険王秋田書店

味さがないため残こくな感じを与えず，しかも超人であ

⑥少女ブック集英社

少

◎新聞について

るところに子どもの夢を満たしてくれるものがある。

したがって少女雑誌にも連載され好評を得ていた。

(1)四大新聞の朝，夕刊に連載されたマンガ。

雑誌のマンガ付録はますます盛んで6〜13集に及ぶ付

(2)連載期間の比較的長いもの，および人気マンガ，ま

録（34年の新年号）のうち70％はマンガである。こうし

たは絵物語。

た付録競争の結果はまた国鉄当局から勧告を受け，重さ

①朝日新聞

2509以下に制限されてしまった。これがため本誌から

②毎日新聞

付録に続く連載型式や，本誌つづり込み型式が多くなっ

③読売新聞

た。これは一つの苦肉の策であるが，本誌と付録とはま

④産経新聞
◎単行本について

すます切り離せない間柄となった。
雑誌におけるマンガの内容をみると，少年向きでは剣

(1)昭和元年以来の児童向きマンガ単行本の出版状況の

豪，捕物，股旅ものについで冒険，活劇ものが多く，少

推移を「出版年鑑」に掲載されたものについて（赤本

女向きでは日常生活に取材した明るいホームドラマ的な

を除く）作成したもので，各年度別に次のような年鑑

ものに加えて少女，母もの等の感傷マンガが多い。なお

を利用した。

時代の特色として人工衛星に関する宇宙旅行や未来戦的

①昭和1〜3年度東京書籍商組合，図書総目録第7

なものもみられる。しかし一世を風びするような人気作

版。

品が出なくなったことは事実である。このあたりでマン

②昭和4〜15年度東京書籍商組合，東京堂，出版年

ガの大きな脱皮が行なわれなければならないのかもしれ

鑑。

ない。

③昭和16年度，協同出版社，書籍年鑑。

q

9

④昭和17年度，協同出版社，日本出版年鑑。
Ⅲ子どもマンガ史年表

⑤昭和18〜22年度，日本出版協同K、K，日本出版年
鑑。

1．凡例

(1)昭和時代は子どもマンガの燭熟期であり，また発展

⑥昭和23,24年度，国立国会図書館，全日本出版総目

期でもある。

録。
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⑦昭和25〜31年度，国立国会図書館，出版ニュース

（4）勉強一教科の学習に役立つことを意図する｡例，
よっちゃんの勉強マンガ（昭25）

社，出版年鑑。

（5）伝記一個人の伝記で，上記の各類に分類できな

⑧昭和32〜34年度，出版ニュース社，出版年鑑。

いもの。例，豊田佐吉物語（昭25）

但し，絵本と混載されているものは，著者，出版社を

（6）物語一文学作品の漫画化，ユーモア，スリルよ

検討して取捨した。
｡

り，ストーリーを主としたもの。例，乞食王子（昭

鑑，図書目録記載のものについて，書名を主に，内容
解説，著者，出版社，シリーズ名を参考にしながら，
吟

2
4
）

(2)分類にあたっては，次のような基準をもうけ，年

（7）短篇集一上記各分類を含むと恩はれるもの。ユ
ーモアが主。例，夏休漫画読本（昭23）

（8）その他一上記各類に分類することが困難なもの

一点一点分類した。

他。例，山から来た河童（昭28）

(8)単行本1点につき，主題別，時代別，主人公別に各
1点ずつ数え，主題が2つ以上にわたるもの，および

B時代別

（9）過去一封建時代以前のもの。例，江戸秘帖（昭
2
3
）

題名だけで分類困難なものはその他の項に数えた。

(10）現在一封建時代以後，外国も含む。近い回顧は

2．分類基準

別。例，怪盗赤マント（昭23）

A主題別

(11）未来一空想下の世界をの，怪魔ものの想像下の

（1）冒険探検

ぞく。例，十万年後の世界（昭23）

a探検一（漫遊一ジャングル，漂流）

(12）その他一上記時代に分類困難なもの。例，コロ

未知の土地での冒険。例，密林の少年王（昭23）
b活劇一（チャンバラ→西部）切り合い打ち合
い乱斗。例，西部の拳銃王（昭30）

ちゃんの冒険｛昭23）

C主人公別
(13）擬人

c推理一（捕物→探偵）なぞときのスリル。

a動物一動物そのものを含む。例，トラノコト

例，快盗どくろ団（昭24）

ラちゃん（昭23）

。魔術一（忍術→怪魔）超人間的なもの。例，

bロボヅトースーパーマン，頭巾，仮面を含

，魔王モンスター（昭24）

む。例，ロボットS1号（昭24）

e戦争一（軍隊‐→戦記，宇宙戦）戦争肯定。

c怪物一魔人，怪人，幽霊，鬼など。例，恐怖

例，怪速ロケット弾（昭23）

の紅とかげ（昭23）

fスポーツー(角力→野球プロレス)子供の興味

(14）少年一複数の少年も含む。例，あっぱれ二少年

を直接的に結びつける。例，ホームラン王(昭23）
9その他一冒険，スリルを主体とするが，分類

（
昭
2
3
）

(15）少女一母ものも含む。例，愉快な女学生サクラ

できないもの。例，弾丸ジープ（昭24）

さん（昭26）

（2）1−モアートンチ，滑稽,失敗のミックス。例，

(16）大人一伝記の人物も含む。例，ノンキナトウサ
ン（昭23）

のん気なのん助（昭25）

（3）感傷−いわゆる少女もの，悲劇，母もの，バレ
§

(17）その他一上記各人物を含むか，または分類する
ことが困難なもの。例，魔法のたから（昭24）

ー等。里，母をたずねて三千里（昭28）

け

2Z3
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読書科学（V、4）
4子どもマンガ史年表

新聞

○田中比左良他・空中漫画行7−8（朝日）○麻生
豊・か母ちゃん9月より連載（読売）○宍戸左行・

〔昭1〕

スピード太郎12月より連載（読売）

展望（世相及び出版界）
○日本漫画会活動を停止○改造社より「現代日本

単行本

○;出版年鑑の発行はじまる○宮尾しげを，今弁慶

文学全集」（各冊1円）刊行され，円本時代来る

出版される

雑誌

○宮尾しげを．孫嬉空1月−8月（少年ク）○麻生
豊・ドンボチャ君1−6（少年ク）○宮尾しげを．

⑨

〔昭5〕
展望

○ロンドン軍縮条約調印○不況○円本が終刊に

坂田の金時9月より連載（少年ク）○宮尾しげを．
狸吉武者修業1−6（少女ク）○麻生豊・チューち

発禁

ゃん物語2−12（少女ク）

雑：誌

新聞

○田河水泡・プポ子1−5（少女ク）○藤原英比古

○織田小星・正ちゃんその後2月−5月（朝日）

・昭和の弥次喜多6−12（少女ク）

〔昭2〕

新聞

展望

○か母アちゃん6月終る○スピード太郎連載○

○博文館発行雑誌「太陽」（創刊明治24年）廃刊

麻生豊・ノンキナトウサン6−10（読売）

雑誌

○坂田の金時12月終る○宮尾しげを．猿飛佐助1

単行本

○大人もの（10冊）に比して，子供ものは未開発。

−12（少女ク）

○宮尾，井元，清原，田河等有名人の作品4点のみ

〔昭3〕

〔昭6〕

展望

展望

○日本軍支那の済南を占領○15国不戦条約調印

○満州事変起こる○文部省が優良図書せん規定を

（日英米仏伊等）

設ける○鉄道省は雑誌の特別料金を廃止○不況

雑誌

○田中比左良・ビョン太郎2−7（少年ク）○田中

続く○不況のため出版の種類増加するも生産部数

稲三・ポールのポン子1−12（少女ク）○田中比左

減少○円本凋落○エロ・ナンセンス，左翼出版

良・Pちゃんとムク2−8（少女ク）○麻生豊・チ

一時的に横行○雑誌の返本期間短縮○読む雑誌

ューちゃんの世界旅行4−12（少女ク）○宮尾しげ

より見る雑誌多くなる（写真版等）○少年雑誌付録

を．足りない茂作11月より連載（少女ク）○田河水

・玩具を競争して添付○東京パック5．11．12月

泡・無人島探険痛快パノラマ特別付録（8月号・少

号発禁○エロ本，赤本発売禁止される○漫画全

年ク）

集盛んに発刊される（楽天全集，川柳漫画全集，現
代ユーモア全集他）

単行本

○出版年不明なれど，これまでに宮三尾しげを，団子

雑誌

〔昭4〕

○田河水泡・のらくろ二等兵1月より連載(少年ク）
○宮尾しげを．三人三太郎1−6（少年ク）○宮尾

展望

しげを・ベン子の探険1−6（少女ク）○田河水泡

串助漫遊記，講談社より出版される

・風船だぬき1−6（少女ク）○宮尾しげを．さか

○済南事件解決協定○日本プロレタリア美術家同

な合戦7−12（少女ク）

盟（略称ヤップ）結成○「戦旗」「ナップ」発刊

新聞

○博文社より新雑誌「朝日」創刊

○スピード太郎連載○前川千帆．あわてものの熊

雑誌

さん2月より連載（読売）

○足りない茂作6月終る○麻生豊・キーちゃんと
其の一党7−12（少女ク）

§

近づく○低廉本が増加○東京パック5．12月号

単行本
−24−
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子どもマンガ史

○短篇集とユーモアだけの原始的マンガ本○作者

新聞

も限定されている

○スピード太郎連載○あわてものの熊さん9月終

〔昭7〕

る○男やもめの巌さん9月終る○前川千帆・荒

展望

馬奥さん9−12（読売）○下川凹天・無軌道娘10月

○上海事変起こる○満州国建国宣言発表○不景

匂

今

気いよいよ深刻○5．15事件○新漫画派集団結
成○新潮社より雑誌「日の出」創刊○博文社の
「朝日」廃刊○マルクスにかわって軍人，満蒙問

より連載（読売）
単行本

○日比谷図書館で閲覚の多かつたもの50の選の内に

抽木卯馬帆漫画の理科"，田河水泡、のらくろ上等

題の出版物増加○エロ・ナンセスの出版類減少

兵〃が入っている○短篇集が主体○軍事ものが

○マンガマン発刊○川柳漫画全集10巻で中止（12
巻予定）○東京パック2．11月号発禁

ふえる。例職突撃隊〃蝋大戦争ハ総攻撃〃、連合軍〃
等ただし本筋は笑いを目的としている。○咽のらく

雑誌

ら〃でる（イミテーション）

○のらくろ一等兵，上等兵に進級○田河水泡・神
州桜之助1月より連載（少年ク）○田河水泡・アキ
レ蛙物語1−6（少女ク）○和田邦坊・少女私立探
偵1−7（少女ク）○田河水泡・スタコラサッチャ

〔昭9〕
展望

○ワシントン条約廃止米国へ通告○映画レビュー

全盛○戦争挑発出版物取締りの基準確立○雑誌

ン7月より連載（少女ク）

週間設ける○納本新記録○改正出版法，著作権

新聞

法成立（納本法不成立）○新鋭マンガグループ誕生

○スピード太郎連載○あわてものの熊さん連載

○夢二死亡○宗教（仏教）出版物全盛○ニコニ

○下川凹天・男やもめの巌さん1月より連載

コ面白マンガ1月号より創刊

単行本

雑誌

○勉強マンガ出る，文春社，，漫画小学読本' ○童話

○のらくろ軍曹に進級○冒険ダン吉連載○吉本

マンガ，栗本太郎，，漫画の童話' ○戦争を主題にと

三平・ハヤブサ小探偵(少年ク）○田河水泡･サッチ

り入れたマンガ，ただし本筋はユーモア的なもの

ャンとモンチャン5−12(少女ク）○島田啓三・冒険

○マンガ家の新人ふえる

ダン吉海賊島の秘密別冊付録（3月号･少年ク）○吉

E昭8〕

本三平・ハヤブサ小探偵別冊付録（7月号・少年ク）

展望

○田河水泡・大暴れ猿飛佐助付録(10月号・少年ク）

○日支両軍停戦協定調印完了○日本国際連盟より

新聞

脱退○日本児童漫画協会創立○文部省不良出版

○無軌道娘1月終る○下川凹天・剛チャンの人生

社摘発○岡本一平，堤寒三朝日新聞，近藤日出造

日記4月より連載（読売）

杉浦幸雄読売新聞，和田邦坊日々新聞社へ夫々入社

I

単行本

し漫画を担当○ユーモリストクラブ，カリカチュ

○雑誌の人気者続々単行本になる。帆凸凹黒兵衛〃

アクラブ，三光マンガスタジオ等結成○新漫画派

、長靴の三銃士〃蝋冒険ダン吉〃○単篇集以外は動

集団の機関誌「集団」発刊○マンガ年鑑刊（新漫

物，または少年が主人公○戦争を主題にしたもの

画派集団)，滑稽新報（1月），ニコニコ漫画館（2

が多い○ミッキー・ベテイ等アメリカマンガも出

月），小学生の漫画倶楽部（7月）創刊○東京パッ
ク5．10月号発禁○日本主義出版物隆盛○左翼

ている○動物もの特に多い○講談社出版多い
〔昭10〕

書焔書

展望

雑誌

○奉天戦勝30周年祝賀会挙行○日本ペンクラブ創

○のらくろ伍長に進級○神州桜之助10月終る○

立○国定以外の小学校教科書禁止○第二回雑誌

島田啓三・冒険ダン吉6月より連載（少年ク）○ス

週間決行○少年少女雑誌，大衆雑誌共に躍進○

タコラサッチャン11月終る○のらくろの歌入選発

表○のらくろ突進隊・大事件・冒険ダン吉付録
gZ7

上半期仏教出版物下火○時局出版物横行
雑誌

−25−
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○のらくろ曹長に進級○冒険ダン吉連載○中島

時局物氾濫（7月から12月迄6か月で14冊）○雑誌

菊夫・日の丸旗之助1月より連載（少年ク）○島田
，啓三・狸のポン子3−12（少女ク）○田河水泡・窓

増刊号が流行

雑誌

野雪夫君7月より連載（少女ク）○倉金良行・どり

○のらくろ中尉に任官○冒険ダン吉連載○日の

ちゃんバンザイ11月より連載（少女ク）○田河水泡

丸旗之助連載○窓野雪夫君連載○どりちゃんバ

・のらくろ小犬時代別冊付録（7月号・少年ク）

ンザイ連載○てるてる天助連載

新聞

新聞

P

○剛チャンの人生日記4月終る○前川千帆，流線

○森永キャラメル宣伝漫画4月終る○養子のフク

太郎6−12（読売）

チャン7月終る（255回）○横山隆一・末子ゴロち
ゃん8−12（朝日）○麻生豊・僕のスポーツ1−3

単行本

＆

○戦争ものは減り，代りに短篇集がふえる○蝋探

（朝日）○スポーツ漫画運動オヤヂ1月終る○島

偵タンちゃん〃弧弾丸キンちゃん〃蝋トンチキカち

田啓三・半ちゃん捕物帳2−7（東日）○島田啓三

ゃん〃、爆進正ちゃん〃等の形式が多い○謝花

・半ちゃん豆日記8−12（東日）○下川凹天・アブ

凡太郎の作品が多い

ハとら次1−4（読売）

〔昭11〕

単行本

展望

○まんが・・・と題名をつけたものが多い○全部

○2.26事件○日独防共協定調印○日伊協定成立

多少なりともユーモアを含んでいる。作品の種類が

○言論萎縮し，反抗的となり不安な世相○宗教出

少ないため有名マンガが多い（出版は大出版社のも

版物弾圧○雑誌特集号増加○マンガキング（11

の，のらくろ，日の丸旗之助，フクチャン，ヘのへ

月），コドモマンガ（5月）創刊○講談社の絵本創

の竜騎兵など）

〔昭13〕

刊，予想以上の売上げ，特にマンガ本は急上昇

展望

雑誌

○国家総動員議官制公布○内閣情報部の命により

○のらくろ少尉に任官○冒険ダン吉連載○日の

丸旗之助連載○窓野雪夫君連載○どりちゃんバ

作家大陸へ従軍○諸物資統制○内務省出版物統

ンザイ連載○吉本三平・てるてる天助1月より連

制禁止にのり出す（本年中発禁33点，注意1，削除

載（少女ク）○倉金良行・どりちゃん豆探偵別冊付

3）○内務省警保局赤本マンガの発禁と長編マンガ
の量を減ずる指令を出す○漫画大流行，映画の心

録（8月号・少女ク）

理を画にとりいれる○カリカレ発行○雑誌にザ

新聞

○岡本一平監督・森永キャラメル宣伝漫画9月より

ラ紙使用，10月に付録廃止を指示○内務省警保局

連載（朝日）○横山隆一・養子のフクチャン10月よ

赤本漫画の発禁を通達○「土と兵隊」「麦と兵隊」
出版界を席捲する

り連載（朝日）○秋好馨・スポーツ漫画新童君10‑

11（朝日）○堤寒三・スポーツ漫画運動オヤヂ11月

雑誌

より連載（朝日）○下川凹天．かわいい後家さん2

○のらくろ大尉に任官○冒険ダン吉連載○日の

−8（読売）○近藤日出造・ひとりぽっちゃん9−

丸旗之助連載○井上一雄・愉快小僧1月より連載

（少年ク）○窓野雪夫君連載○どりちゃんバンザ

12（読売）

イ連載○てるてる天助連載○田河水泡・のらく

単行本
○大人を主人公にしたものふえる。○時代ものふえ

ろ豪勇部隊長別冊付録（新年号・少年ク）○表紙に

る○10月以降の出版が多い○中公社より、江戸

国民精神総動員とある（5月号以下）○愛国行進曲
踊り方発表

シ子健ちゃん〃でる

新聞

〔昭12〕

○横山隆一・フクチャン部隊1月より連載（朝日）

展望

○日支事変起こる○日独伊防共協定成立○軍需
工場拡大○南京陥落○用紙の統制はじまる○
−26−

○島田啓三・ブウチン・ターチン2−11（東日）
単行本
2Z8

一 一

子どもマンガ史

○戦争協力マンガ，教育マンガが大部分○、フク

・オイヤさま5−10（少女ク）○表紙に皇紀二千六

チャン部隊〃暗い世相に明朗さを与えようと，ささ

百年・国民挙って国策協力とある（新年号以下）

やかな努力をつづける

新聞

〔昭14〕

○横山隆一・ススメフクチャン1−12（朝日）○ネ

展望

口

コ七先生1月終る

○ノモンハン事件○欧州大戦勃発○国民徴用令
公布○思想統制の強化○出版用紙，印刷製本材

単行本

○翼賛一家登場○現実の生活より外に目を向ける

料の極度の不足○雑誌の体，廃刊続出○官庁の
出版物増加○雑誌創刊の許可手続強化○使用活

傾向のものが多い。アフリカ，火星，大陸，南極，
北極，海洋等の地域を活動の舞台とするものであ

字の制限

る。典型的なものとして帆デコポコ島の王様〃のよ

ザ

雑誌

うに海外発展，東亜の盟主としての宣伝をおりこん

○のらくろ守備隊長・大陸行となる○冒険ダン吉
7月終る（74回）○日の丸旗之助連載○愉快小僧

だものがある。

〔昭16〕

連載○窓野雪夫君12月終る（55回）○てるてる天
助2月終る（38回）○どりちゃんバンザイ12月終る
（50回）○吉本三平・もん太の冒険4月より連載

展望

○太平洋戦争勃発○国家総動員法施行(言論統制）
○日本出版文化協会（文協）設立，用紙割当を担当

○表紙に長期建設．堅忍持久とある（新年号以下）

○日本出版配給KK設立○日本少国民文化協会発

○のらくろ肉弾中隊・冒険ダン吉動く日の丸島別冊

足○日本児童漫画協会改組発足○日本児童絵本

付録（新年号・少年ク）○2月号以下付録なし○

研究会発足○文壇人徴用実施○決戦体制下の高

表紙に雑誌は戦線銃後の精神弾薬（10月号・第7回

度国防国家建設をモットーとして緊張した世相○

雑誌週間）

学年別児童雑誌廃止（4誌に統一）○単行本おさえ

新聞

られ，文庫本多くなる○第2回児童文化賞に小山

○フクチャン部隊7月終る（547回）○横山隆一・

内竜「動物と昆虫漫画」入賞○ヨイコツヨイコ絵

アラクマ道場7−12（177回）○島田啓三・ネコ七

本時代，漫画本位から絵物語に推移

先生1月より連載（東日）

雑誌

単行本

○のらくろ10月終る（130回）○日の丸旗之助9月

○教養社マンガが多い（大部分短篇集）○有名マン

終る（81回）○愉快小僧12月終る（48回）○ほがら

ガ家の著作が大部分○現実の生活からの逃避，外

か王君連載○仲よし手帳連載○表紙に臣道実践

に目を向ける，舞台は大陸，密林，登場するのはカ

・職域奉公とある（新年号以下）

ッパ，孫悟空，方法は魔法，親善，探険

新聞

〔昭15〕

○横山隆一・フクチャン実践1−12（朝日）

展望

8

単行本

○大政翼賛会発会○国内諸機構の統合整備○紀

○殆んど全部時局もの，常会，突進隊，翼賛等○

元2600年記念式典挙行○出版物の検閲強化○児

生活社，三光社からマンガ読本が出る○出版数減

童文化新体制懇談会開催○雑誌の合併，廃刊誌増

少

加○第1回児童文化賞に横山隆一「フクチャン部

〔昭17〕

隊」入賞○デイリーミラー売上げ増す（マンガジ

展望

エーンの魅力による）

○本土(東京，名古屋，神戸)空襲をうける○「大

日本言論報国会」結成○少国民雑誌編集者会議結

雑誌

○のらくろ探険隊となる○日の丸旗の助連載○

成○外来語雑誌名の改題（キンダーブック等）

愉快小僧連載○林田正・ほがらか王君1月より連

○文協の承認番号を得て出版するを原則とする○

載（少年ク）○もん太の冒険6月終る○長谷川町

大東亜漫画研究会発会○児童雑誌7種(少女画報，

子・仲よし手帳1月より連載（少女ク）○内田靖夫

コドモアサヒ等）統廃合○児童向き創刊誌発行

2

Z

9

−

ツ
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読書科学（V、4）

（航空少年，週刊少国民，少国民文化）

○島田啓三・ダンちゃんの荒鷲1月より連載（少年

雑誌

ク）○表紙に決戦の年米英撃滅しよう・決戦だ−億

○ほがらか王君12月終る（36回）○井上一雄・健ち

総突撃とある○5月号より少国民雑誌となる○

ゃんの鍛錬1−12（少年ク）○仲よし手帳12月終る

7月号より裏表紙に本をだいじに仲よく回覧とあ

（36回）○表紙にわれは皇国の子・戦ひ抜かう大東

る

亜戦とある（新年号以下）

新聞

新聞

○フクちゃん3月終る

単行本

○横山隆一・フクチャン従軍記・フクチャン帰る。

○マンガらしいマンガがなくなる○絵本はまだ相

9月（朝日）○横山隆一・フクチャン9月より連載

当数（90点余）出版されている○戦争協力一本に

（朝日）

単行本

も

しぼられる

○少年を主人公にしたマンガにかたよる○元気づ

〔昭20〕

けようとする傾向をもったもの○長谷川町子、ニ

展望

ワトリ〃出版，帆大和一家〃出版○絵本は非常に

○独軍無条件降伏○原子爆弾投下○敗戦○新

多いが，マンガの数が少ない。

聞言論制限法令全廃○GHQ新聞，ラジオ検閲実

〔昭18〕

施○治安維持法廃止○日本出版会解散，日本出

展望

版協会設立○国際連合成立○情報局廃止○ヤ

○アッツ，マキン，タラワ全滅○伊無条件降伏

ミ市に赤本マンガ横行○柳瀬正夢，小山内竜，安

○徴兵適令1年引下げ施行○出版事業令により，

本亮一，池田永一路，北沢楽天等死亡○出版機能

「日本出版文化協会」は「日本出版会」として発足

低下し，絵本わずか1点（8月）○終戦後粗雑な絵

○「日本出版配給KK」は「日本出版配給統制K

本出回る○児童雑誌復刊はじまる○児童マンガ

K」 と な る ○ 出 版 事 業整 備（ 19 5社 残存 ）○ 雑誌

雑誌発行（コドモサンデー，子供マンガ，子供マン

書籍全般にわたり用紙の大削減断行○戦争出版方
策が児童出版に具･体化する○戦争便乗作品が多く

ガ新聞）
雑誌

なる

○タンちゃん7月終る○用紙不足のため2か月分

雑誌

合併号となる○5.6合併号表紙に戦わんかな一億

○松下井知夫・飛太郎の見学11‑12（少年ク）○少

斬込承のときいたるとある○8．9合併号表紙に仰

女ク漫画消える○表紙に撃ちてし止まむ・みたみ

げ日の丸新日本の門出だとある

われこの大みいぐさに勝ちぬかむとある

単行本

新聞

○絵本も共に出版数激減（16点）フクちゃん，轟先

○フクチャン連載○太田耕士・ボクらの戦争4−

9（毎日）○芳垣青天・新防空手帳7−8（毎日）

生のみ

〔昭21〕

単行本

展望

○ユーモアと云うよりも，絵物語式のものが大部分

○新円切替え●○新聞および出版用紙割当委員会設

を占めるようになった○まじめなマンガ○絵本

置○6．3制教育体制決定○日本図書館研究会創

の数は多い（マンガの15倍）

立○日本国憲法公布○児童文化民主協議会結成

P

〔昭19〕

○漫画派集団再発足○独立漫画派発足○デモ，

展望

ヤミ，パンパン等ふえ，子ども達の遊びも影きょう
ひ

○サイパン，テニアン，クエゼリン，ルオット軍全

受ける○エロ，グロ，ナンセンス文化はびこる

滅○柳瀬正夢，松山文雄，須山計一，執筆禁止

○「少年」「少女」「野球少年」等創刊○新潮社

○各新聞の夕刊廃止命令（3月）○中央公論，改造
に廃刊命令（7月）

「日の出」廃刊○中央公論，改造復刊○雑誌の
ページ数制限される○新聞のタプロイド版出る
○「漫画」雑誌再刊（まんが絵本，こども漫画，ハ

雑誌
−28−

220

子どもマンガ史

ローマンガ等）○漫画民主日本，大阪パック，中華

パック，人魚(マンガマン改)等再刊，OVAN発刊
雑誌

○椎子すすむ．日出ちゃん1−6（少年ク）○横井
福次郎・不思議な国のプツチャー7月より連載（少
年ク）○4月号より少年クラブ・少女クラブとなる
▼

単行本

雑誌

○不思議な国のプッチャー3月終る○横井福次郎
・小川哲男・冒険児プヅチャー4月より連載（少年
ク）○松下井知夫・銀目の女王さま1−12(少女ク）
○少年ク・少女ク共に11月号より付録つく○横井
福次郎･冒険児プッチャー別冊付録(12月号･少年ク）
新聞

○失敗，冒険もの出始める○島田啓三，中島菊夫
創作始める

○横山隆一・ペ子ちゃん11月より連載（毎日）
単行本

蛍

〔昭22〕

○マンガ出版急増（今年度より日本出版総目録によ

展望

り集計したのも一因か）○怪魔もの多い（大阪の出

○日本国憲法施行○新制中学発足（男女共学）

版社）○第1次マンカブーム

○当用漢字表発表さる（文部省）○内務省解体○

〔昭24〕

読書週間設定○本を出すとすぐ売れる○「アプ

展望

レゲール」という言葉流行○用紙事情により雑誌

○児童白書発表される○国鉄雑誌特別扱承認制実

のページ数68ページ以下に制限○仙花紙雑誌群が

施○出版ニュース社創立○日本図書館協会図書

百鬼夜行的姿態をさらす○「幼年クラブ」「こど

推せん開始○美空ひばり出現し，少女スター隆盛

もクラブ」「ひろぱ」「野球少年」「女学生の友」

期に入る○ザラ紙統制○返本の洪水○出版パ

「ひまわり」等創刊，復刊○マンガ出版ふえる（B

ニックにおそわれ，雑誌廃休刊続出(特に文化雑誌）

6，3色刷，64ページ形式）○漫画雑誌，冒険雑誌

○出版ニュース社より旬刊ニュース発行○戦記も

の創刊相つぎ，文化的な児童雑誌を圧迫する○暮

の好評○チャンバラもの活況を呈す○「リーダ

｡

れから翌春にかけて，大阪より赤本漫画出版（大阪

ーズダイジェスト」150万部発行○マンガブーム

中心）され，第］次の漫画ブームを来たす

頂点に達し，漸減○光文社「少女｣，秋田書店「漫一

雑誌

画王」創刊○円本続々刊行される○倍成社，ポ

○不思議な国のプッチャー連載○6月号よりロー
マ字漫画出る

単行本

○冒険児プッチャー連載○センバ太郎・12の3ち．

○マンガ本出版増加○トンチ，失敗もの復活○

やんの名探偵7−12（少年ク）○島田啓三・カリ公

主人公は全部一吉一ちゃんと呼ぶ。親しみのた

の冒険10月より連載（少年ク）○杉浦幸雄・アハハ

めか？ゾウ吉，太郎吉，三吉，文吉，トン吉，ト

クラス1−8（少女ク）○南義郎・なかちやんよっ

ラちゃん，ペンちゃん，ハッチャン，ペリチャン，

ちゃん1−6（少女ク）○長谷川町子・仲よし手帳

八ちゃん，勇ちゃん，など

1月より連載（少女）○倉金良行・あんみつ姫5月

〔昭23〕

より連載（少女）○松下井知夫・新バクダットの盗

展望
I

プラ社より少女，時代小説出版増加
雑誌

賊4月より連載（冒険王）

○GHQ新聞事前検閲廃止○用紙割当庁発足○

新聞

国立国会図書館開館○児童出版文化人連盟結成

○チック・ヤング，ブロンデイ1月より連載(朝日）

○児童文学者協会図書推せん開始○デフレ的傾向

○ぺ子ちゃん11月終る（366回）○E・ブッシュミ

顕著○湯の町エレジー，銀座カンカン娘流行○

ラー・ナンシー11月より連載（毎日）○B・フィシ

横井福次郎死去○仙花紙出版の花形となる○付

ヤー・シセロ君の猫10月より連載（読売）○秋好か．

録合戦○「赤とんぼ̲I休刊（30号）○文化雑誌廃

おる・轟先生11月より連載（読売）○横山隆一・デ

休刊目だつ○粗悪出版物氾濫し，返本によるダン

ピング現われる○マンガ本出版躍進○「少女の
友」「毎日クラブ」「少年画報」等創刊
22Z

ンスケ12月より連載（毎日）
単行本

○戦前，戦中の主人公再登場が多い（ネコ七先生,、
−29−

読書科学（V、4）
フクチャン，団子串助，のらくろ，コグマノコロス

〔昭26〕

ケ等）○怪魔もの大部分目録より姿を消す（赤本化

展望

か，出版社倒産か）○出版の大部分は現代もの○

○日本ユネスコ協会連盟結成○講和条約調印○

母もの出始める、母をたずねて〃

児童漫画出版同志会創立○図書館法完全実施○

中央児童福祉協会図書推せん○軍艦マーチ復活

〔昭25〕

○出版用紙の統制撤廃○雑誌祭を改称，雑誌週間

展 望

P

○朝鮮動乱勃発○全国SLA(学校図書館協議会）

ひらく○ベストセラーとマス・コミの問題論議さ

創立○左翼出版物の弾圧○文部省国旗掲揚，君

れる○文庫本出版空前の盛況○雑誌ブーム○

が代斉唱を通達○図書館法実施○日本放送協会

少女ブック，少女サロン，学習研究社学年雑誌等創

推せん図書開始○過剰生産恐慌（物価崩落，失業

刊

者激増）○用紙の統制解除（用紙の生産戦前の七割

雑誌

勇

○カリ公の冒険12月終る（27回）○お山のくるちゃ

迄復興）○出版界ダンピング在庫整理の特価本販売

活発化○大陽少年創刊○プーサン登場（日本マ

ん連載○がらがら先生12月終る○のらくろ少年

ンガの特徴，主人公のないマンガのはしり），続い

時代連載○ちちれさん連載○松下井知夫・シロ

てまつぴら君，世相カメラ等

ちゃん冒険記1−12（少女ク）○秋玲二・アメチョ
コ道中記1−12（少女ク）○手塚治虫・サボテン君

雑誌
○冒険児プッチャー12月終る（33回）○カリ公の冒

4月より連載(少画）○仲よし手帳8月終る(36回）

険連載○太田じろう・お山のくるちゃん1月より

○クルミちゃん連載○ミーコちゃん連載○あん

連載（少年ク）○阪本牙城．がらがら先生2月より

みつ姫連載○新バクダットの盗賊3月終る○い

連載（少年ク）○田河水泡・のらくろ少年時代8月

が丸西遊記5月終る○手塚治虫・冒険狂時代12月

より連載（少年ク）○南義郎・なかちやんだより1

より連載（冒険王）○馬場のぽる・山から来た河童

−12（少女ク）○横山隆一・ちちれさん4月より連

10月より連載（冒険王）○秋好馨・ヌリエさん9月

、

載（少女ク）○松下井知夫・ねこのシロちゃん5−

より連載（少女ブ）○松下井知夫・冒険ピチ子9月

12（少女ク）○仲よし手帳連載○あんみつ姫連載

より連載（少女ブ）○上田とし子・ボクちゃん9月

○松本かつぢ・クルミちゃん1月より連載（少女）

より連載（少女ブ）○早見利一・てるてる姫9月よ

○塩田英二郎・ミーコちゃん1月より連載（少女）

り連載（少女ブ）○早見利一・どりちゃん4月より

○新バクダットの盗賊連載○夢野凡夫・いが丸西

連載（少女）

遊記5月より連載（冒険王）

新聞

新聞

○ブロンデイ4月終る○長谷川町子・サザエさん

○ブロンデイ連載○デンスケ連載○ナンシー6

4月より連載（朝日）○根本進・クリちゃん10月よ

月終る○横山隆一・プーサン7月より連載(毎日）

り連載（朝日）○デンスケ連載○プーサン連載

○シセロ君の猫5月終る○マクマナス・ジグス6

○おやじ教育3月終る○謡先生連載（9月より夕

−10（読売）○マクマナス・おやじ教育10月より連

刊へ）○荻原賢次・グンナイ君9−12月（読売）○

載（読売）○轟先生連載○杉浦幸雄・ハナ子さん

グーさん・パーさん3月終る○片岡敏夫・猿飛小

一家4−9（産経）○改田昌造他・グーさん・パー

助3−6（産経）○加藤芳郎・ダルさん9月より連

さん11月より連載（産経）

載（産経）○山川惣治・絵物語少年ケニヤ10月より

連載（産経）

単行本
○ディズニー本でる○中島菊夫，島田啓三，新関

単行本

健之助，謝花凡太郎等戦前の作家に伍して，太田二

○名作マンガ，伝記マンガとサブタイトルをつげた

郎，高野てつじの出版多い○ユーモアものの全盛

ものが多い○高野てつじ，中村ひろし，夢田ユメ

○シリーズものは毎日新聞社よっちゃんの勉強マ

ヲ＞手塚治虫の作品が人気でる○ジャングルも

ンガ，デイズニーシリーズ○伝記もの出始める

の，原子もの等が多い．○女子の時代ユーモアもの
目立つ○シリーズもの講談社のマンガ

一○チャンバラもの減少
−30−

222

静

子どもマンガ史

〔昭27〕

雑誌に太平洋戦争を讃美するもの増大○ジャズ流

展望

行○「幼年ブック」「よい子幼稚園」「痛快ブッ

○講和条約発効（GHQ廃止）○子供を守る会結成
○全国SLA，適書推せん開始○占領後おさえら

ク」等創刊○学校図書館関係の基本図書の出版が

れてきた時代劇映画急激に復活し，子どものチャン

流行○付録競争○異常な全集出版の最盛○雑
誌大判（B5判）にきりかえる（見る雑誌）○名作

バラごっこもさかん○ワイセツ出版取締に新法令

マンガ，伝記マンガ活発化，××王，××魔が批判

○各社の全集合戦はじまる○「夢と希望」の雑誌
「明星」出現○「週刊サンケイ」創刊○戦記も

の対象となる○イガグリ君登場（ストーリーマン

の流行（独立発効による）○西部劇マンガ人気の

り」廃刊

旬

ガのはしり）○「漫画と読物」休刊○「ひまわ

も

頂点

雑誌

雑誌

○島田啓三・ヌウ坊の珍冒険1−12（少年ク）○ロ

○お山のくるちゃん12月終る（36回）○のらくろ少

ック冒険記連載○のらくろ少年時代8月終る○

年時代連載○島田啓三・ヌウポウとカリ公1−12

ちちれさん12月終る（45回）○松下井知夫・シロち

（少年ク）○手塚治虫・ロック冒険記7月より連載

ゃんクラブ1−12（少女ク）○お江戸のクリちゃん

（少年ク）○ちちれさん連載○小野寺秋風・お江

連載○宮尾しげを．まんが西遊記，‑,2(少女ク）

戸のクリちゃん1月より連載（少年ク）○松下井知
夫・シロちゃんグループ1−12（少女ク）○島田啓

○島田啓三・リスのゆめ子1−12（少女ク）○手塚

三・せいこちゃん1−12（少女ク）○サボテン君連

一・小粒べんけい1月より連載（少画）○サボテン

載○高野よしてる．赤ん坊帝国6月より連載

君連載○赤ん坊帝国9月終る○馬場のぽる・が

治虫・リボン騎士1月より連載（少女ク）○福井英

（少画）○クルミちゃん連載○ミーコちゃん連載

んばれタロ坊1月より連載（少画）○クルミちゃん

○どりちゃん連載○あんみつ姫連載○冒険狂時

連載○ミーコちゃん連載○どりちゃん連載○

代連載○山から来た河童連載○福井英一・イガ

あんみつ姫連載○冒険狂時代8月終る○山から

グリくん3月より連載（冒険王）○ヌリエさん連載

来た河童連載○イガグリくん連載○手塚治虫・

○入江しげる・すみれさん7月より連載（少女ブ）

豆大統領10月より連載（冒険王）○ヌリエさん5月

○てるてる姫連載○ボクちゃん連載

終る（21回）○すみれさん連載○てるてる姫連載

新聞

○ボクちゃん連載○こがたタンクろう連載

○サザエさん連載○クリちゃん連載○デンスケ

新聞

連載○プーサン連載○轟先生連載○デ・ラ・

○サザエさん1月15日休む○矢崎武子・トンちゃ

トレ・リツル・ペドロ1−6（読売）○塩田英二郎

ん1−3（朝日）○サザエさん4月より始まる○

・ミーコちゃん6月より連載（読売）○ダルさん3

クリちゃん連載○デンスケ連載○プーサン12月

月終る○佐次たかし・てんてこグループ7−10

終る（1127回）○轟先生連載○ミーコちゃん連載

（産経）○少年ケニヤ連載

○少年ケニヤ連載○杉浦幸雄・サンケイ夫人6月

単行本

より連載（産経）○井崎一夫・シメタ君6月より連

○島田啓三，中村ひろしの作品が多い○ジャング
▽

載（産経）

ル,ターザンもの昨年に続き出版が多い○鶴書房．
ル
,ターザンもの昨年に続き出版が多い○鶴書房，単行本

中村書店の出版増加目立つ○母ものポツポツ出る○ジャングル，ユーモア減って，チヤンパラ，名作
○シリーズとして5社から名作シリーズが出るもの力§ふえる○集英社進出○題名だけで予想の
や

［昭28〕つかないもの（今までは−の−という型式が多

展望かつた）○懐古的なものふえる○剣豪もの伝記も
○テレビ放送開治○学校図書館法成立○朝鮮動のが多い
乱休戦協定調印○イギリスマンガ家ロウ氏来日
,
｡
‐

〔昭29〕

○倉金良行，小学館児童文化賞入賞（漫画の部）○展望

准志ヨョドと○「君の名は」の大流行○映画，○自衛隊発足○ビキニの灰事件○学校図書館法
2 2 3 − 3 1 −

読書科学（V、4）

実施○雑誌の付録輸送に限界○社会を明るくす
る図書展示（法務省主唱）○NHK新諸国物語の人

学生死亡○剣豪小説ブーム○悪書追放の線にそ

気高まり，その映画化で錦之助，千代之介ブームお

版〃の新年マンガ合戦におされて2月より廃刊○

こる○忍術，時代劇隆盛をきわめる○マンボ流

少年雑誌に歪んだ愛国心高揚の読み物が目立つ○

行○小野佐世男死去○週刊誌異常進出○目で

文春漫画賞創設（第1回谷内六郎）○全般的にマ

って発刊した河出書房の、小学生中級版〃、同上級

見る本流行（ダイジェスト時代）○読売新聞社主催

ンガブームの年であるが，悪書追放のしわよせが冒

児童雑誌ベストスリー決定（少女，野球少年，少年

険王，漫画王の実数減少となって現われる○子供

．？

雑誌の付録は漫画本が圧倒的（6冊）

クラブ）○少年ケニヤ売行き伸びる（児童単行本中
第1位）○文春新社より漫画読本発行される○漫

雑誌
L

○かつぱ七郎12月終る○ケンー探偵長連載○か

画本を付録につけるようになる

んづめ大将12月終る○山内竜臣・みどりの舞扇1

雑誌

○島田啓三・かつぱ七郎1月より連載（少年ク）
○ロック冒険記4月終る○手塚治虫・ケンー探偵

月より連載（少女ク）○リボン騎士連載○サザエ

長7月より連載（少年ク）○大友朗・かんづめ大将

ナズマ君5月より連載（少画）○こがたタンクろう

1月より連載（少年ク）○お江戸のクリちゃん12月

連載○ビリーパック連載○どりちゃん12月終る

さん12月終る○赤胴鈴之助連載○下山長平・イ

終る（36回）○リボン騎士連載○長谷川町子・サ

（58回）○あんみつ姫4月終る（72回）○水戸黄門

ザエさん1月より連載（少女ク）○小粒べんけい7

連載○木刀くん連載○イガグリくん連載○手

月終る○サボテン君12月終る（45回）○こがたタ

塚治虫・前世紀星1−6（冒険王）○野呂新平・チ

ンクろう連載○がんばれタロ坊3月終る○河島

コちゃん8月より連載（少女ブ）○すみれさん連載

光広・ビリーパック10月より連載（少画）○武内つ

○てるてる姫連載○ボクちゃん連載

なよし・赤胴鈴之助8月より連載（少画）○クルミ

新聞

○サザエさん6月9日休む。10月1日より始まる

ちゃん3月終る（51回）○ミーコちゃん2月終る

○クリちゃん連載○デンスケ12月終る（2204回）

（50回）○どりちゃん連載○あんみつ姫連載○

○まつぴら君連載○蕊先生連載○ミーコちゃん

太田じろう・水戸黄門2月より連載（冒険王）○山
から来た河童3月終る（42回）○高野よしてる．木

連載○シヨリタ・ポッチャリ夫人3月より連載

（産経）○少年ケニヤ10月終る（1139回）○山川惣
治・絵物語少年タイガー10月より連載（産経）○シ

刀くん7月より連載（冒険王）○イガグリくん連載
○豆大統領12月終る○すみれさん連載○てるて

メタ君連載

る姫連載○ボクちゃん連載

単行本

新聞

○少女向きマンガ激増(きんらん社，東京漫画出版）
○時代ものは剣豪から忍術，怪魔ものにうつる（曙
出版，大平洋文庫）○出版社が限定されてくる○
笑いより筋にマンガの傾向がうつってくる○怪魔
ものがふえる○がま，とかげ，こうもり，へびな
ど気味の悪いものを題名におり込んだものが多い

クリちゃん連載○デンスケ連載○加藤芳郎．ま
つぴら君1月より連載（毎日）○轟先生連載○ミ

ーコちゃん連載○サンケイ夫人8月終る○少年
ケニヤ連載○シメタ君連載

単行本

○時代もの，伝記ものがマンガ出版の大部分を占め
る○時代もの作家川本修一外の進出が目立つ○
ラジオ種のマンガ化○怪魔もの殆んどみられず

〃

〔昭31〕
展望

○伝記もの頂点に達す（80余点）○きんらん社進出
○時代剣豪もの全盛

○日ソ国交回復○SLA宇都宮大会でマンカ浄化
の決議をなす○日本読書学会の調査で趣味，娯楽

〔昭30〕

のため本を買うと答えたものが1位○太陽族映画

展望

問題となる○週刊誌ブームはじまる○戦後最高
の出版点数をみる○文春漫画賞杉浦幸雄（ハナ

○第1回原水爆禁止大会○悪書追放運動おこる

（東京母の会，主婦連合会）○プロレスごっこで中
−32−

子さん）○小学館児童漫画賞石田(英助おやまの力
22饗

一尋

子どもマンガ史

（ちゃん）○世界名作，科学冒険，伝記マンガ活発

賞手塚治虫（漫画生物学）○道徳教育副読本の出

雑誌

版物続出○児童書発行減少○絵本にレコードつ

○山根赤鬼・よたろうくん1月より連載（少年ク）

く○赤胴鈴之助大流行（1月放送はじめ）○少年

○ケンー探偵長12月終る（30回）○大友朗・出世だ

画報，赤胴で最高の売れ行を示す（35万部）

んご山1月より連載（少年ク）○山根青鬼・めだか
勺．

雑誌

さん1月より連載（少女ク）○みどりの舞扇12月終

○よたろうくん連載○出世だんご山連載○めだ

る○木山しげる・くらや承姫1月より連載（少女

かさん連載○上田とし子・フイチンさん1月より

ク）○リボン騎士1月終る（37回）○手塚治虫・火

連載（少女ク）○くらやみ姫12月終る○水谷武子

の烏5月より連載（少女ク）○赤胴鈴之助連載○
し

．ありさちゃん8月より連載（少女ク）○火の烏12

イナズマ君連載○とがたタンクろう5月終る（33

回）○福田三郎・さるとび佐助1月より連載(少画）

月終る○赤胴鈴之助連載○イナズマ君連載○
堀江卓・天馬天平6月より連載【少画）○さるとび

○ビリーパック連載○水谷武子・小鳩くる承ちゃ

佐助連載○ビリーパック連載○桑田次郎。まぼ

ん1月より連載（少女）○手塚治虫・ひまわりさん

ろし探偵11月より連載（少画）○小鳩くる承ちゃん

1−12（少女）○水谷武子・ウララちゃんと小犬た

連載○ウララちゃんと小犬たち連載○ライオン

ち1月より連載（少女）○水戸黄門3月終愚○下

くん連載○木刀くん連載○ひよどり天兵連載

山長平・ライオンくん9月より連載（冒険王）○木

○チコちゃん連載○武内つなよし・がんばれパリ

○チコちゃん連載○がんばれパリちやん5月終る
○手塚治虫・ピンクの天使5月より連載（少女ブ）
○すみれさん連載○てるてる姫7月終る（59回）
○渡辺まさ子・山びこ少女8月より連載（少女ブ）

ちゃん1月より連載（少女ブ）○すみれさん連載

○ボクちゃん連載

刀くん連載○イガグリくん12月終る（58回）○武

内つなよし・ひよどり天兵2月より連載（冒険王）

○てるてる姫連載○ボクちゃん連載

新聞

新聞

○サザエさん連載○クリちゃん連載○識先生連

○サザエさん連載○クリちゃん連載○横山隆一

載○ミーコちゃん連載○シンブン氏9月終る
（263回）○フクちゃん連載○まつぴら君連載○

・フクちゃん1月より連載（毎日）○まつぴら君連
載○蕊先生連載○ミーコちゃん連載○ポッチ
ャリ夫人6月終る○岡部冬彦・シンブン氏12月よ

杉浦幸雄・ヒトミちゃん9月より連載（産経）○少
年タイガー連載○スーパーマン8−9（産経）

り連載（産経）○少年タイガー連載○シメタ君3

○カアちゃん連載

月終る（960回）○西川辰美・カアちゃん3月より

単行本

連載（産経）

○あらゆる冒険ものが刺激の強いものに変わった

単行本

（怪魔，剣，銃，妖，恐怖，謎，等）○少女，母も

○総出版（マンガ）増加，単行本時代はじまる○

の激増○‑一一原作一画の形式のものが目立つ

スターマンガふえる。メイコ，トモ子，千代之介，

○大型になって来た（A5）○戦記もの勢力を増す
○名作ものは怪魔ものに完全におされて出版数激減

いず象，くるみ等○戦前派マンガ家大部分後退
○文学ダイジェストものふえる○抽象的題名も多

〔昭33〕

︑一ｓ

い○童子もの笛吹童子を先頭にして増加

展望

〔昭．32〕

○石原裕次郎人気の焦点にたつ（イカス）○テレビ

展望

○テレビ普及率昨年に比して2倍以上（813,381台）

の月光仮面圧倒的な人気でる○ロカビリー流行
○文春漫画賞久里洋二○小学館児童漫画賞セ

○ソ連人工衛星の打ち上げに成功○南極越冬隊は

ンバ太郎（チビクロサンボ）○マンガエ房作品目立

じめて南極大陸調査○映画､A明治天皇と日露大戦

ってくる（探偵クラブ他）○週刊誌時代○マンガ

争〃が圧倒的な興行成績をあげた○カリプソスタ

出版物全盛

イル，グラマーガル，シスターボーイ流行○文春
．漫画賞加藤芳郎（最近の作品）○小学館児童漫画
2

2

5

−

雑誌

Q
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○桑田次郎・月光仮面5月より連載（少年ク）○よ

読書科学（V，4）

鈴之助連載○イナズマ君連載○天馬天平7月終
る（28回）○さるとび佐助連載○ビリーパック連
載○まぼろし探偵連載○となりのとまちゃん連

たろうくん連載○武内つなよし・嵐竜太郎1月よ

り連載（少年ク）○出世だんご山連載○めだかさ
ん連載○フイチンさん連載○ありさちゃん連載
○赤胴鈴之助連載○イナズマ君連載○天馬天兵
連載○さるとび佐助連載○ビリーパヅク連載
○まぼろし探偵連載○小鳩くる象ちゃん8月終る
（32回）○にしなさだお・となりのとまちゃん9月
より連載（少女）○ライオンくん12月終る○木刀
くん連載○関谷ひさし・ジャジャ馬くん1月より

載○ウララちゃんと小犬たち3月終る（51回）○
木刀くん6月終る（60回）○ジャジャ馬くん連載

○ひよどり天兵3月終る（38回）○チコちゃん連載
○すみれさん7月終る（85回）○山びこ少女7月終
る（24回）
新聞

○サザエさん連載○クリちゃん11月終る○フク
ちゃん連載○まつぴら君連載○蕊先生連載○
ミーコちゃん連載○ヒトミちゃん4月終る（602

連載（冒険王）○ひよどり天兵連載○チコちゃん

連載○ピンクの天使1月終る○すみれさん連載
○山びこ少女連載○ボクちゃん12月終る（88回）

〔

回）○南部正太郎・アパート3ちゃん5−12(産経）
○少年タイガー5月終る(1119回)○カアちゃん連載

新聞

○サザエさん連載○クリちゃん連載○フクちゃ
ん連載○まつぴら君連載○轟先生連載○ミー

●

単行本

○映画，テレビ，ラジオとマンガとの交流多くなる。
お父さんはお人好し，ダイヤル110番，ペスよおを
ふれ，矢車剣之助，名犬リンチンチン，事件記者，
少年ジェット，ビリーパック等○書名が変化して
きている。地獄門，星，女神，夜光虫，無双など
○怪魔もの減少○現代ものますます増大○とん
ちものは殆んどみられない○赤胴22巻まで出る
○出版数やや減少，単行本より雑誌付録に重点がう

コちゃん連載○ヒトミちゃん連載○少年タイガ
ー連載○カアちゃん連載

単行本

○怪魔ものは相変わらず多いが，その作者が戦記も
のもかくようになった○赤胴の人気は下火になっ
たが，まだ18巻までつづいている○少女向きメロ
ドラマ衰退のきざしをみせ，少女の関心はユーモア

に向かう○画工房もの多くなる（ディズニー式合

つる

作もの)，わいわいグループ，ほか○児童書中マ
ンガの占める割合が多くなる（31％）○前谷惟光の

Ⅳあとがき

作品が多い

〔昭34〕

マンガは生活の必需品でもあり，また時代の落とし子

展望

○ソ連ロケット月に到達，次いで月の裏面をうつす

○マスコミの立体化ますます進む○カミナリ族横
行○文春漫画賞長新太（おしゃべりなたまごや
き）○小学館児童漫画賞太田じろう（こりすのぽ
っこ)，上田とし子（フイチンさん）○週刊少年マガ
ジン，少年サンデー，週刊文春発刊○コダマ，ソ
ノラマ発売○平凡，明星売れ行低下○十画人会

異色作を発表（戦記画報，ハイティーン，夜光虫な

でもある。マンガも絵巻時代においては一部貴族社会の

玩弄にすぎなかったが,掛幅時代に至ってやや民衆化し，
大津絵で諸国に行きわたり一般に浸とうしていった。し
かし外国文化の影響をうけて雑誌時代を現出し，それが

新聞時代にはいってからは急激に発達し，ついに近代マ
ンガの基礎が確立されたのである。

回

その後全体主義体制の確立により一時沈滞期を迎えた

ど）○児童書は付録と漫画の花盛り○月光仮面，

ものの，戦後言論思想出版の自由が認められ，活字文化

まぼろし探偵流行，赤胴は後退○マンガ本衰退の

の黄金時代となり，ついにマンガブームを来たすに至っ

きざしみせる

た。そしてさらにはマスコミの寵児となって空前のブー

雑誌

ムをつくり上げたのである。

○月光仮面連載○よたろうくん連載○嵐竜太郎一一一、"一.

5月終る○出世だんご山連載○めだかさん連載

一一‐‐

この間数次の起伏はあったが，常に時代と共に社会の

○フィチンさん連載○ありさちゃん連載○赤胴背景の中で躍進をとげた。この姿を捉えその傾向を見取
−34−
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子どもマンガ史

図としてみたが，ぼう大な範囲，分類方法の基準，そし

て資料不足等の陰路にあって，十分その成果を得るに至

遣生としてわたくしの研究室に来られ，3人が協力して
満1年間かかってまとめられたものである。資料はも誌

らなかった。幸いに東京学芸大学阪本一郎教授の研究室

とぼう大なものであったが，この程度に書き縮めてもら

に派遣され，親しく指導助言を得る機会に恵まれた点感

った。なお調査不足の所がないわけではないが，このま

謝にたえない。なお公共図書館，各出版社の御好意も紙

まにしておくのは惜しいと思うので，ここに掲載して，

上をかりて深く感謝する。諸賢の御教示を待つ。

修正補綴していただく方に捧げることにした次第であ

丁

〔付記〕この研究は，標記の3君が昭和35年度の研究派

る。

告

7

肥
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(阪本）

少年漫画の一断層≦
一「月光仮面」と「変幻三日月丸」とを例にして−
つ

東京学芸大学

阪 本 郎 * ＊

氏

1はじめにまで邪悪に挑戦する勇者シャーロックホームズを生んだ

少年の愛読する漫画の中に，正邪の闘争をテーマにしが，ルブランはこれに対して，人間味ゆたかな大悪盗ル
たものは非常に多い。漫画ばかりでなく，アクションをパンを生んだ。少年の人間観も，シャーロックホームズ
主にした物語の大部分も，正義の側と邪悪の側との対決的正義主義から，ルパン的正義主義に展開しはじめるの
がつねにくり返されている。かかる善玉と悪玉との対決である。
が少年たちの興味をそそるのは，それがかれらの日常の

幼年にとっては，悪は完全なオフリミットの世界であ

生活における正邪の価値葛藤の心理的場面の投映としてったが，少年にとっては，悪の世界も想像的にははいっ
対応する'からであると思われる。てもよろしいことになる。むろんその参加者としてでは
かれらは日常の生活の中でも，たえず正邪の葛藤を経なく，物めずらしげな見物人を装って敵地をスパイする

験している。そしていつも正義に立ち邪悪を退けるべきためであり，正義との闘争のあとの裁きにみずから陪審
ことを教えられてきている。善は栄え悪は滅びるという員となることができるためである。精神分析学の考え方
法則はすでに疑うべからざる信条となっている。それでによれば，これは少年がひそかに胸に抱く悪行への欲望
こそかれらは勇敢に不正と目される相手にけんかを挑むが，作品の中の人物によって代行されることによる補償
のである。幼年時代から，かれらはそのように育てら満足だと説明されるであろう。しかしわたくしは，少年
れ，正義の勇者を自分の理想として抱いている。は，悪に自己を投入するのではなく，悪の世界に忍びこ
ところが少年時代にはいるにつれて，かれらには悪にんでその動静を探索し，その善に対する挑戦においてい
対する興味が強くなってくる。いままでは感i清的に憎悪かに敗北するかを見とどけようとするのであると思う。
してきた悪玉にも，「自分の理」があること，だからそなぜなら少年は，悪の陰謀が成功することは期待してお
の悪行は初めから黒と決めてかかるべきではなくて，客らず，どんな苦境におちいっても正義にはかならず救助
観的に批判すべきであること，したがって悪の行為は僧が来ることを信じているのであるから。

むくきであっても，人間としては愛すべきであることなこのようにして，幼年期における正邪闘争説話は，
どがわかってくる。これは結果論的な価値観から動機論正義の動機一→邪悪の妨害一→(闘争)当正義の成功
的な価値観への発達とも解される。わたくしはこれを善というPlotを踏んだものが喜ばれ，邪悪の動機につい
悪観の「ルパン的転回」と考える。コナンドイルはあくてはほとんど問題にされない。それはただ正義の成功を
＊AnAspectofBoy，sComics．

強調するための無動機的障壁として設定されるだけであ

＊＊ItiroSakamoto（TokyoGakugeiUniv.）る。
− 3 6 − 2 2 8
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ところが少年期には，邪悪の側でも動機が問題とされ

る。理由のない妨害では納得しないのである。したがっ

おかれる。しかも敗北させ，邪悪側の成功に導くため，

て闘争はいっそう深刻になり，正義がしばしば危機にお

悪行が肯定されて扱われる危険が多い。邪悪の成功を否

ちいる。

定するつぎのプロットの展開が読者には期待されるので

すなわち，少年期の正邪闘争説話には，つぎのような
つ

ある。

プロットの類型が生ずる･

例。鬼面党は江戸城をのっとるための腕の立つ武士が

(1)正義成功型（SuccessofJasticeType‑J．S型）
号

うことは自明となるので，とかく単なる妨害者的設定に

ほしく，鈴之助を一味にひきいれようとたくらむ。かれ

正義の動機一→邪悪の動機一→闘争‑‑→正義の成功

これは幼年期の単純妨害のPlotの発展として，邪悪

をおびきよせるために，母を連れ去る。母を救うために

鈴之助は変化屋敷へのりこむ。首領と立ち向かうが，真

側の動機が提出され，正義側の動機との衝突から起こる

空斬りの術を破られ，捕われの身となる。

作戦的な闘争が展開し，ついに正義側の成功が物語られ

(4)邪悪失敗型（FailureofMaliceType‑M‑F型）

るのである。もっとも常套的なプロット構成である。

・邪悪の動機一→正義の動機一→闘争一→邪悪の失敗

たとえば赤銅鈴之助が天下一の剣士になろうと修行を

これも(1)のJ−S型と似ているが，物語の中心になる

している。これに対しやはり江戸一流の剣士になろうと

のはやはり邪悪側の行動である。正義側を単なる妨害者

する鎌田板血郎が登場し，鈴之助を目のかたきにする。

として設定しただけでは闘争がはなやかに盛り上がらな

そこで果たし状を送って鈴之助と決闘をするが，鈴之助

いから。(3)の場合と同じように，正義への挑戦が非道に

の剣のほうが勝つ−というなど。

描かれることがあって，たとえ邪悪が不成功に終るにし

(2)正義失敗型（FailureofJusticeType‑J‑F型）

ても，物語の過程には非教育的な内容がもられている例

正義の動機一→邪悪の動機一→闘争一→正義の失敗

が多い。

この場合は正義側が劣勢であるか，作戦上に欠陥があ

例。覆面の透明剣士は，赤銅鈴之助と名乗って辻強盗

るか，あるいは邪悪側で優勢で作戦が巧妙であるかのた

を働く。奉行所は鈴之助を疑い，母を捕えて強問にかけ

めに，闘争は正義側の敗北におわる。しかし読者は正義

る。かれは無実の罪をそそぐため，苦心の末透明剣士の

の失敗に同'清し，再起を期待するので，物語はさらにつ

正体をあばく。剣士は強欲な自分の母に操られていたこ

ぎのプロットに展開するようになる。だが少年の予期に

とをさとり，谷に落ちて死ぬ。

もかかわらず，正義の失敗に導くために，邪悪の側の優

さて上記のような正邪闘争説話の類型が少年漫画の中

勢や作戦の妙を強調しなければならず，いきおい悪の礼

にどのように現われているかをわたくしは調べてみよう

賛に走る危険がある。

とする。用いた資料は,つぎの現代物と時代物の2編で，

例。鈴之助は切支丹陰謀団を討つために単身で天草島

いずれも放送とタイアップしている評判作である。

に渡ろうとする。対岸の医者の家で歓待されるが，これ

○月光仮面少年クラブ昭34年4月号，本誌および付録

が悪党の変装したもので，まんまと鈴之助は麻睡薬で眠

○変幻三日月丸おもしろブック同上

らされ，土牢に投げこまれる。

ついでにこの編を通して現代少年漫画の実態を検討して

(3)邪悪成功型（SuccessofMaliceType‑M‑S型）

みる。

邪悪の動機一→正義の動機一→闘争一→邪悪の成功
これは，上記(2)のJ−F型に似ているが，ここでは悪
側の動機がまず提出され，正義側はこれを阻止するとい
う消極的な役割に回される。なぜそれを阻止するかとい
229

2「月光仮面」のプロット

｢月光仮面」の物語構成はつぎのようである。これは
｢幽霊党の逆襲の巻」の発端である。以下，sceneごと

−37−
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⑲藤田，家を出る。幽霊の車に乗せられる。月光仮面

にまとめてみる。

(1)鈴木博士が地下大資源を発見したという。そこへ幽
霊が現れて，博士の死を予告する。（｢11時に死ぬ？」

がこれを追う。幽霊脱走。（23駒）

伽心霊学の道寛先生の所へ探偵が藤田をつれて相談に
行く。話のすきに藤田は悪魔の念力にかかり3カ月醒

21駒）

(2)助手の藤田が電話で妹の直子の安否を確める。（6

めぬ眼りに陥る。（｢ついに出た1幽霊党」16鋤）
伽幽霊党の悪事重なる。警官を射殺。宝石店や銀行の

駒
）

(3)博士と藤田が幽霊を疑っていると，またそれが現れ

襲撃。（15鋤）

鋤警戒線を突破する幽霊党の車。消え去る。（｢おそろ

て，妹にも幽霊が見舞っていると告げる。（18駒）

区

しい一夜」10鋤）

(4)幽霊が妹を見舞う。電話で藤田へ知らせる。（8節）
(5)博士は藤田を妹の所へ行かせる。途中で幽霊に出あ

鰯関係のない町民の夫婦の寝室に一つの目の幽霊乱入
男は恐怖で発狂する。（15駒）

う(14鋤）

道寛先生，月光仮面がとった写真から一つ目の幽霊

(6)博士は書生の川村に戸じまりをさせる。しかし…？

の秘密を見破る。（｢まつくろなフイルム」14鋤）

（
1
3
駒
）

鋤その写真がおかしいので暗室へ行くと，写真師にば

〔以下別冊付録〕

けた一つ目の幽霊がフイルムを奪って逃げる。（21鋤）

(7)博士は死体となって発見され，そばに幽霊党の残し

以上でわかるように，このストーリは幽霊党なる邪悪

た紙片がある。（｢宙に浮くぼうし」5髄）
(8)名探偵，祝十郎の登場。（5鋤）

者の攻勢によって，正義側は終始ほんろうされつづけ，

⑨殺人の理由を探偵が藤田に追求。言わない（8鋤）

その危機に突然「月よりの使者，正義の味方，月光仮

⑩犯人の指紋が発見される。しかしそれは去年死んだ

面」が現われてこれを守るという構成になっている。つ
まり邪悪主体のプロットである。まとめてみると

男のものとわかる。（8駒）

⑪五郎八が空飛ぶ帽子におびやかされる。月光仮面が

○第1プロットー幽霊党は鈴木博士を殺害することを

予告し，予告どおりに殺害する。（1）一(7)。M−S型。

これを守る。（24鋤）

⑫博士の死体が紛失する。（｢一つ目の幽霊」4鋤）

−ただしこれに対しては正義側はまだ何もしていな

⑬藤田と妹の所へ幽霊が現われ，博士殺害の理由を口

い。すなわち(2)−(5)は関係のない挿話で，ただ幽霊の
奇怪さを説明するだけの話。

外せぬ約束をさせる。（16鋤）
⑭無関係のあるタクシー運転手。客席に一つ目の幽霊

○第2プロット−−探偵登場。殺人犯人の証拠がためを

が三つ並んでいるのでびっくり。「幽霊党」の紙片。

するが，いずれも幽霊党に妨げられて失敗する。(8)一

（
1
6
節
）

⑮oJ−F型。−この間に幽霊党の怪奇をそそる⑪
と⑭の挿話があり，幽霊党の妨害はすべて神秘的な方

⑮鑑識課で乗客のモンタージュ写真を作る。できあが

法で正義側をなやます。月光仮面はまだ活躍しない。

ってみると鈴木博士の鋤。（16鋤）

㈱藤田兄妹の家。月光仮面が現われ，藤田に警察で博

○第3プロットー幽霊党は藤田に秘密を口外させぬよ
うにおどす。月光仮面はこれを言わせようとするが，

士の秘密を言えとすすめる。（｢足のない配達夫｣16鋤）

藤田は眼らされてしまう。⑬⑯一剛。M−S型。−

⑰藤田家を警備していた警官，一つ目の幽霊に射殺さ

月光仮面は⑲のあとで藤田を警察へ護送することがで

れる。（4鋤）

きたはずなのに，わざと邪悪成功に導いている。

⑱兄妹の前に幽霊が現われ，警察へ行けば命がないと
恐迫される。（9鋤）

ロ

○第4プロットー幽霊党の悪事は他の方面にもひろが
−38−
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る。正義側は幽霊の写真から正体を見破りかけるが，

師，竹林賢法。邪悪の典型みたいな人物で，非情な殺

そのフィルムを奪い去られる。⑳〜鋤。M−S型。

人・悪事を重ねる。

このように四つのプロットに分析できるが，その中の

以上のように「月光仮面」の登場人物は，ほとんどが

三つはM−S型（邪悪成功型）で，他の一つはJ−F型

人間性のとぼしいロボットであって，ただ筋立てのため

正義失敗型）である。

に機械的に動かされているにすぎないものである。

3「月光仮面」の登場人物

4「月光仮面」の顔

う

つぎにこの作品に登場する人物のPersonalityを素描
してみよう。

こんどは「月光仮面」に登場する人物の顔がどのよう
に描かれているか，画面の上で分析してみると，第1表

○鈴木博士一玄関口で藤田に地下資源の秘密を語る

（次ページ）のようである。

転卒さを持っている。幽霊の挑戦を受けながら，危機

この統計は，この作品の絵の中に描かれている人物の

に藤田を家に帰すなど思慮が浅い。なぜ殺されなけれ

顔の延べ度数を計上したもので，その顔の表｜清によっ

ばならないのかわからない謎の人物で，言わば事件の

て，「常態｣，「快｣，「緊張｣，「不快」の4種に分類した。

発端のために設定されたデクノポウである。

「不明」は顔がよく見えないもの，「後」は後向きにな

○藤田−鈴木博士が殺された理由を知っているが，
身の危難をおそれてかくそうとしたり，博士の危険を

っているものである。

「常態」は，それぞれの人物の普通の状態にあるときの

知りながら守護しようとしなかったり，臆病で，責任

顔であるが，その中には人物によって不快の感じを与え

感がなく，自主性のない男。月光仮面に依存するばか

る覆面，怪奇な面相，悪相などがあるので，修正の欄で

りで，正義側の闘士としては役立たない。ただ秘密を

はこれを「不快」の表情に回して比率を計算しなおした

知っている鍵の男として両側からつつきまわされる役

のである。

がら。

全体で延べ394個の顔が出ている。その中で，特にい

○藤田直子一藤田の妹。幽霊をこわがって兄の足手

ちじるしい表情を表わしていない普通の顔はわずか18％

で，快の表I清の顔はもっと少くて5％にすぎない。事件

まといになる役。

○月光仮面一正義の味方と自己宣伝をしながら，重

に臨んで緊張した表情が15％，そして不快の表情は過半

大な危機には現われない。「日本人なら日本のために

数の62％となっている。表'清の小分類は，わたくしの主

勇気を出すのです」などとりっぱな口をききながら，

観的判断がまじっているであろうが，「驚き」がもっと

幽霊党の悪事にはほうかむりをしている。幽霊党の妖

も多く，つぎが「恐れ」でこれらは幽霊を登場させたこ

術には手も足も出ない，たよりない「月よりの使者｣。

とに関係があるのであろう。

この作品がもっと推理小説的構成になっていたら，

「スーパーマン」の焼き直しで，この巻よりあとでは

「緊張」の表'情がもっと多くなったであろう。そうでな

超人力を発揮する。
○祝十郎一推理力の弱い探偵で，道寛先生にたよる

くて，驚きと恐れとのI情緒を刺激する怪奇ものになって

いることが，これからも裏付けられる。なお「気絶」や

よりほかはない。

○松田部長一事件の'怪奇性を裏付ける役で，失敗の

「死」の顔がかなり多いことにも問題が感ぜられる。

連発。

ついでに道具立てを集計してみる。第2表のように，

○道寛先生一幽霊の正体をすこしずつ解いていく役

仮面とピストンがしばしば画面に現われ，自動車，オー

○幽霊一覆面の紳士その他の姿で出没する心霊術

トバイが乗り物として用いられている。このことから

23Z
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第1表「月光仮面」の顔
不明︑ 後

発狂

気絶死

残念

１２１５

2

4

P

１

7

6

１１１１１１１１１酬訓

４７

5

1

１１

２２

1

1

12
1

2

O道賢

F
I
詔
I！
4

!

快

３２

２１

1

怒り

３４

5

恐れ

1

1

不

驚き

困り

０４
１
１１
8

1

O 王

緊張

６１

O祝十郎

J
1I

１２２

〔）月光仮血

疑
い

釧ｊ
１ｊ
１１

O藤田瞳

考え

喜び笑い

態

O 藤 圧

緊 張

快

常

７３

1

1

3

O 汝

1

2

1

2

1
3
8
1
1
8
1
1
2
1
1
9
1
3
0
1
1
0
1
8
8
1
4
9
1
9
1
2
1
1
7
1
2
1
（
8
7
）
35.114.613.114.817.612.5122.4112.512.310.514.310.5

り 催

3515

15

45

'
3
1

15

62

5

)
0
．

（注）修正は常態の中，覆面，怪奇，悪相が66あり，これを差引き，不快に加算したもの
第2表「月光仮面」の道具
ロ叩

ビストル

自動車
電 話 器
死 体
フイルム

度 数

刈哩銘肥Ⅲ８６

仮 面

目

P「魂電〃可＝ロロ士1′ハーヂ向、ML

5「変幻三日月丸」のプロット

オートバイ

以下略

も，この作品の性格がうかがわれるようである。

「変幻三日月丸」の発端を，sceneごとに紹介するとつ
ぎのようである。

ロ

(1)松庵が軍用金の隠し場所を言わないので，名取将監
のためにドクロ島の地下牢に入れられる。（11駒）

(2)老衰した松庵の死期が近づくので，隣りの牢にいた
右近に，秘密の地図を渡す。（17駒）

(8)話変わって現在。ドクロ島の武士来攻。少年三日月
丸が妖術で撃退。（25駒）

側もとの話のつづき。右近は松庵の身替りとなって地
−40−
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下牢を脱出する。（20駒）

牢で老死する松庵から，秘密の地図を伝えられた右近

(5)右近は三日月島に漂着し，酋長の娘，亜矢に救われ
る。（12駒）

が，敵をあざむいて牢から脱出する。(1)(2)(4)。J−S

型。−このところは「岩窟王」の岩牢脱出のくだり

(6)島民が右近を襲うが，亜矢がこれをとめる。（3駒）
〔以下別冊付録〕
勺

にそっくりの模倣である。

○第2プロヅトー右近が三日月島に漂着し，島民の理

(7)酋長ひげ彦，島のおきてに徒って右近と一騎打ち。
風来法師が現われる。（28駒）

解をかちえて，秘密の地図を法師に渡す。(5)−⑬oJ
−S型。−ここでは四つの小J−Sプロットが連鎖し

(8)法師は右近の祖父の臣であることがわかり，島民か

ている。

ひ

らも歓待される。（18駒）

その1は，右近に対して島民が攻撃しようとするの

⑨島民の祝宴が開かれ，右近と亜矢とが接近する。

を，亜矢が守護する(6)。

（
3
1
駒
）

その2は，右近に対して酋長が一騎打ちをかけ，法

⑩右近と亜矢とが地獄の森を突破する。途中で人食

師が現たれて和解する(7)‑(8)。

花，大蛇などが現われるが，これを調伏する。（25鮪）

その3は，地獄の森を突破する右近らに対して！怪物
が妨害するが，これを武力でもって撃退する('0)。

⑪つぎに化け蜘珠が現われるが，それは風夜叉の妖術

その4は，同じく化け蜘珠の妨害にあうが，その妖

によるものであった。（13駒）

⑫右近は法師の家に着き，秘密の地図を法師に渡す。

術師風夜叉とは，素性がわかって和解する⑪。
すなわちここでは主役に対する挑戦者は，第1プロ

（7駒）

ットのものではなく，怪物の例を除いてはみなあとで

⑬法師は右近と亜矢とを結婚させる。一年後に三日月

主役の味方になるものである。すべてがうまくいく。

丸が生まれる。（16駒）

伽三日月丸は平和な島ですこやかに成長する。（20駒）

○第3プロットー右近と亜矢とが接近し，結婚し，平
和な島の生活の中で，三日月丸を生む。（9Xl3X14j。−

⑮3年の後ドクロ島の武士が右近を追って島に来襲，

これは正邪闘争の形式をとっていない。この舞台では

このため亜矢が死ぬ。（22鮪）

⑱右近は勇敢に応戦し，ついに戦死する。（33駒）

邪悪な者は一人も現われず，むしろ酋長一族の人情味

伽風夜叉が現われ化け蜘殊の妖術で武士をなやまし

ゆたかな挿話が物語られている。ちょっと変なのは，

退散させる。（19駒）

命をかけて持ち出した秘密の地図を法師に届けてしま

⑱以上のうち(3)以外は風来法師が三日月丸に聞かせて

うと，この右近は，この財宝の発見になんの意志をも

いた話の内容。．｢三日月丸よ これで何をやらねばな

示さず，平凡な島の生活にあまんじてしまうというこ

らぬかわかったであろう。来月からとりかかるのじ

とである。三日月丸の活躍に話をつなぐため，この問

ゃ」と結ばれている。

題を柵上げにしていることはわかるが，それだけにふ

つまり三日月丸という少年が，三日月島という孤島に

がいない男に感じられる。

いて，ドクロ島の武士（この素性はまだわからぬ）のね

○第4プロットー右近を召し捕ろうとしてドクロ島の

らう軍用金800万両をみずから捜し出さなければならな

武士が来襲する。島民は応戦するが，その中で右近と

いという立場にある。しかもかれは現在すでに不思議な

亜矢とが死ぬ。風夜叉が現われて，妖術で撃退する。

妖術を体得しているという発端話である。そこで前例に

⑬−⑰oM−F型。−ただしこのプロットの中に右

ならって，これをプロットに分析してみよう。

近と亜矢の死が編まれている。この部分だけをとれば

○第1プロットー軍用金の隠し場所を白状せず，地下
233

M−S型となる。しかしこれを，風夜叉の応援とその
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成功というJ−s型のプロットに重ねて，邪悪の成功

いで，この島に土着しているd右近と亜矢を結んで三

の印象をやわらげたのはよいと思う。だがこれは三日

日月丸を生ませ，これに秘密の地図を伝えるという役

月丸を孤児に仕立てる必要からの苦心の結果かもしれ

割だから，二人が死ぬときも「何事もさだめじゃ」と

ない。

言って救援にはいかない。「千里見通しの術」という

○第5プロットードクロ島の武士の来襲と三日月丸の

のが出るが，有利には使われていない。これもロボッ
ト的存在。

応戦。かれの妖術のため退散する。(3)M−F型。−

＠

このプロットを第1プロットの間に挿入してあるのは

○風夜叉一風来法師の手下らしく，化け蜘鉄の妖術

わずらわしいが，成長した三日月丸のイメージを与え

を使って敵を退散させる。神秘的人物で，単なる超人

て，この因縁話の先を期待させる配慮はよい。

的救援者として登場するだけである。

さて以上のように，ここまでの物語ではおよそ五つの

○三日月丸一上述のような境遇で，親の意志をつな

プロットが抽出されるのであるが，その中の最初の二つ

ぐ使命と，これに挑戦する敵とを持って生まれた少

はJ−S型（正義成功型）で,中間に闘争のない生活の話

年。活躍はこれからだが，かれはすぐに空中を飛び，

題をはさみ，後の二つはM一F型（邪悪失敗型）となっ

敵の矢が当たらぬ不死身で，3人の姿で現われたり，

ている。

敵の弓を蛇に化するなどの妖術を体得している。

以上のように「変幻三日月丸」の登場人物は，主人公
のこれからがどのように生かされるかは未知数として

6「変幻三日月丸」の登場人物

つぎにこの作品に登場するおもな人物の横顔を素描し

も，酋長とその長男のようにその性格が単純ながらもく

てみよう。

っきりと描かれているもののほかは，やはり人間性のと

○秋葉右近一卑怯な名取将監らに図られて地下牢に

ぼしいロボットばかりである。

入れられたのだから，脱出と復仇とが予想されるのだ
が，松庵老人の秘密をも預って脱出したあと，復仇を

7「変幻三日月丸」の顔

この作品に登場する人物の顔を，その表'情によって分

あきらめ，島の娘にこの物語の主人公を生ませただけ

で，あっけなく死んでしまう。事件の発端のために利

類すると第3表のようである。

全体の延べ個数は319で，「月光仮面」よりも少い°

用されただけの人物。

○亜矢一酋長の娘。漂着した右近を救い，愛し，子

普通の表情の顔はその中の39％で「月光仮面」が18％に

を生み，死んでいくという，昔ながらの女性観で扱わ

すぎなかったのに比べると，この作品には平穏な場面が

比較的多いことがこの点からも立証されよう。覆面や奇

れた平凡な女。

○ひげ彦一酋長dよく酋長としての責任において行

I怪な面相もなく，ただ邪悪側の武士が悪相に描かれてい

動し，島の行政を考え，二子に対して親の愛情を示

る程度である。快の表I唐が9％，緊張の表情が21％と，

し，また孫の三日月丸をかわいがる。この人物は生き

「月光仮面」よりもやや多く，不快の表情は31％で，

ている。

「月光仮面」の62％のちょうど半分である。そしてここ

○星彦一酋長の長男。老いた父が危地に立ち向かお

砂

でも「驚き」がもっとも多いのは，妖術が使用されてい

うとするとき，いつも自分が代わろうとするなど父へ

るからである。なお「死苦」や「死・眠り」の表'情は，

の愛I情と，虚弱な妻の狭露をいたわる妻への愛情など

ここでも少いとは言えない。

道具立ては第4表のようで，時代物だから弓矢と白刃

人間味が出ていて，この人物もよく描かれている。

○風来法師一右近の祖父に仕えたことがある妖術使

及びやりが多い。
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第3表「変幻三日月丸」の顔
不明 ・ 後

８７

3

615

4110152

7 1 1 2
4144

7

91813131141（186）

1
4
1
.
4
1
6
.
0
1
1
.
9
1
1
.
6
1
1
.
3
1
3
.
1
1
1
6
3
1
13
1
1
3
8
1
2
22.812.510.910.9144

％

％計
％修正

41191211
39

19
119

１６
９
５
２１
２１１

6

1

31

皿９−妬４０
５９
５０
５

14

1

19

４３２
１４８
４３１

1

計

９５３３４

１６

１１

1

１２

1
1

1

4

131

１５

，

1

１５

計

1

1

2

５１

○ 狭 露

1

16

０
５３
１

風夜叉

赤 坊

『
:
７５４

○○○

弥 生

:
￨
】

１１

○酋長ひげ彦
○ 星 彦

5

5

４３３

○島民（延）

18

3

２−１

（悪相）

３１１

1

1

１３

2

２２

4

快

:剛￨淵躯憶

２３５１

1

○ 少 女
×どくろ島武士
○ 亜 矢

不

３２

○三日月丸

張

緊張

×その上役(〃）

疑・不安

×番卒(悪相）
‐

考え

○秋葉右近

緊

恥らい

○ 松 庵

善・笑

６
０２
５５２−５１
１１

つ

愛情
ｌ

常態

○風来法師
可

快

9

21

319
100.0
−

29

100

31

100

(注）修正は，常態の中，悪相が7あり，これを差引き興奮に加算したもの。
ふくろ

ロ叩

舟をこぐかい

度 数

７
２１
７１
１１
１１
０１
０８８８
３８
２２

白串い

刃体球り蛇松図

矢．自弓死杖水や大た碗地

目

６６６

第4表「変幻三日月丸」の道具

化け蜘妹
以下略

8二作品を通してみた少年漫画

以上のように少年漫画の正邪闘争ものといっても，い
ろいろのタイプがある。序に書いたように，少年期には

悪に対する関心が高まり，この類の漫画(および読み物）
に興味が向かうし，そのこと自体はけっして禁止されな

ければならないことではない。けれども問題が問題だけ
に，一歩を誤れば悪を肯定する態度におちいらないとも
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限らない。われわれはそうした危険のない漫画を与えたことを予告するのだが，なぜ殺するのかを説明しない。

い。作者にもその配慮を持って製作してほしい。そしてこれは動機なき殺人にほかならない。警官が何人も射殺

また，その危険が伴うおそれのある漫画を読んでいる子さなるが，なぜ殺さなければならないのかはわからな

どもに対しては，適切な指導が加えられなければならない。幽霊ならば，無益な殺人をしなくても邸内へ忍びこ
いことを痛感するのである。このために正邪闘争漫画のめるはずなのである。このような理由のない悪事を見せ

タイプを鑑別する方法を試みるのがこの小論文の目的でつけられることもまた子どもには有害である。
あった。

凸

第三に，正義側がいたずらに愚弄されて描かれること

(1)警戒すべきはM−S，J−F型の漫画一｢月光仮面」が多い。いつもまんまと裏をかかれて，してやられるの

の例で見たように，終始M−S（邪悪成功）J‑F（正義である。松田警察部長のように，へまばかりやる人物に
失敗）のプロットを積み重ねた漫画がある。まず邪悪側作ってからかい半分に扱うこともある。公務を執行する
の悪謀が提出され，それを阻止しようとする正義側がた者をこのように眺める態度は，感心しない。しかもこの

えず失敗し，悪謀がつぎつぎに成功して，目的に接近し手はよく使われるのである。
ていくという構成である。むろん最後には一転して，邪（2）J−S，M−F型でもけつこうおもしろい物語にな
悪が失敗するという結末になるのであるから，「悪事はる。−「変幻三日月丸」がその例で，埋蔵された秘宝
ひき合わない」ことを説くのであるが，そこへ行くまでを捜し当てるという使い古されたテーマではあるが，正
の過程が問題になる。義側の苦心に対して邪悪側の妨害が加わり，闘争の結果

もともとこの構成は，作者にとっては安易であり，子しだいに目標に接近していく（正義成功)。そして邪悪
どもの興味をそそる効果は高い。なぜなら子どもは邪悪の挑戦は撃退される（邪悪失敗)。この行き方だと，邪

の成功に反感を抱き，正義の失敗には不安を感じて，物悪側が物語の主体にならないので，悪謀，悪行為を詳細

語の逆転にいっそう強い期待を持つからである。そうしに描写すことがなくてすむので，読者を悪になじませる
て子どもを怒らせ，不安におとしれて，興奮と緊張をか危険がない。

き立てることは，物語の構成技術としては安易ないき方正義の進路を阻むものとして，かならずしも邪悪側を

で，この類の作品が子どもの人気を集めたといっても，登場させず，たんなる妨害者を用いることもできる。こ
作品そのものが良いという証拠にはならない。政治家のの作品に出ている大蛇や人食花などがそれである。しか
刺殺に成功したテロ少年が衆目の的となったのと同じ人しこの場合は正邪闘争の説話としては幼稚になって，初
気にすぎない。実はそういう人気を取って売れればよいめに述べたように幼年期向きの単純さになる。そうしな

という漫画が横行するからこまるのである。いためには，正義の動機を強調し，その妨害者の障壁性
このタイプでは正義側の反発の理由は自明のこととなを強大化する必要があり，したがって障壁突破説話（冒
るので説明を要しない。もっぱら邪悪側の行動が描写さ険物語）の性格に変わることになる。

｡

れることになる。すると子どもは無意識的に邪悪側の立（8）正義が描けていない。−「月光仮面」では，邪悪

場で判断し思考することに慣らされるのである。邪悪をが主体になっていて，正義が明確ではない。邪悪があ

憎みながら，邪悪の歩調に足を合わせ，並んで歩いてぃり，これを攻撃するのが正義だという考え方だけに立つ
く自分に気が付かない。これがこの類の漫画の危険の一ているように思われる。正義とはもっと建設的なもので
つである。

あるはずである。これでは「邪魔物は殺せ」が正義だと

また「月光仮面」のように邪悪の動機が最後までかくいう誤った正義感を子どもに植えつけるおそれがある。
されていることがある。たとえば幽霊が鈴木博士を殺す（4）スーパーマンの模倣が目立つ。−物語の中に超人
−

4

4

−

2

3

6

ゆ

少年漫画の一断層

可

的な英雄を仕立てることは，少年物語の技法として承認

れたのと同じ空想で，前世紀の遺物が，まじめくさって

されるけれども，それがあまりにも不可思議な怪力魔力

横行しているのだから笑止千万である。今日の子どもに

を持っている者に設定され,スーパーマンの模倣が目立

はもっと科学的な空想を興えるべきで，こんな祭日の化

つ。月光仮面は祝十郎の早変わりであることは，すでに

け物屋敷の見せ物のようなことであまんじているから，

子どもも知っている。三日月丸は少年スーパーマンとし

子どもにもばかにされるのである。

て仕立てられているが，かかる設定も「童子もの」とし

(7)登場人物が人間として生きていない。−物語の筋

てさかんに用いられていて，めずらしくない。

立てをとりはこぶのにつごうよく動かしているだけで，

(5)正義の危機には救援者が現われる。−これは両作

個々の人物の性格はほとんど描けていない。事件本位で

品ともしばしば用いている手である。邪悪の挑戦を非'情

終始していること三面記事にひとしく，子どもの事件的

に残酷化して描き，危機感をあおるために，正義をして

興味にうったえるのみである。したがって子どもの人間

自力で勝ち抜かせることができなくなり，そこにどうし

観を薄っぺらにするおそれがある。

ても超人的な魔力を持った救援者を登場させなくてはな

(8)人物の顔の大部分が不快な表情をしている。−漫

らなくなるのである。このテクニックもたまにはよい

画の中で子どもが眺める顔は，おおかたが不快な表情を

が，こう頻々と使われると問題になる。子どもは危機に

している。こんなにも多数の不』快な顔に引き合わされる

はかならず救援者の出現を期待するようになるであろ

子どもには，とても安定感は生じないであろう。われわ．

う。かかる「神風待望信仰」は，人間を卑怯にし，人事

れは相手の顔によって自分の感情を支配される。少年漫

を尽す努力を 惜しませる。

画の顔は，子どもをいたずらに興奮させて，神経症的に

(6)妖術が横行している。一両作品ともあやしげな妖

緊張させるばかりである。

術が用いられている。いずれも立川文庫の忍術に用いら
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漫画に関する文献目録（1945‑1960）
関 戸 信 夫

高

野 婦 美 南 条 悦 子
ゴ

2）書名出版社出版年ページ数叢書注記

〔目次〕

3）解題

凡例

の順序で記入した。

文献目録及び解題

（1）単行本

書名にサブタイトルがある場合には横線（−）ではさ

（Ⅱ）単行本及び雑誌中の論文

んだ。

A漫画の歴史

共著者・訳者のある場合は書名の後に列記した。

B漫画の現状

叢書注記は丸括弧に入れて記入した。

C漫画の言葉

〔2〕単行本中の論文の場合

，漫画の読み方

1）論文の著者名

E漫画と子供

2）論題ページ数（論文の収録されている）

（読書指導生活指導の面より）

3）単行本の書名出版社出版年ページ数

F漫画家論

4）解題

G漫画評論

の順とした。

H雑

論文の筆者が本の編著者と異なる場合は本の書名の後
に付加した。

凡 例

論題のところで大項目中に含まれている小項目に漫画

（1）収録の範囲

に関して述べられた部分のある場合は，大項目の後に横

本文献目録は，昭和20年9月から昭和35年12月31日ま

での期間に出版された単行本，単行本に記載された論

線を用いてその小項目をはさんだ。

〔3〕雑誌中の論文の場合

文，並びに雑誌に記載された論文の中から，漫画を論じ

1）著者名

たものを収録した。

2）論題

論文とは言っても，実際には随筆風のもの，座談会，

3）所載雑誌名巻号ページ

対談，感想風のもの等，漫画に関して書かれたものはす

4）解題

べて含めた。但し，週刊誌，新聞に掲載された論文及び

の順に記入した。

漫画自体は採録しなかった。

単行本と区別するため雑誌の場合はその雑誌名を「」

（Ⅱ）構成

ではさみ，また論題にサブタイトルのある場合は(−)に

全体を「単行本」「単行本及び雑誌中の論文」の二部
門に大別し，「単行本及び雑誌中の論文」は更に別項目
次のような件名に分け，各之の中は箸・編者のアルファ

ベット順の語順排列とした。ローマ字は訓令式を用い

はさんで記入した。

（Ⅳ）解題

口

論題のみで内容のわかるもの，或は現物に当って採録
出来なかったものに対しては解題を与えなかった。

た。

文献目録及び解題

（Ⅲ）記入法
〔1〕単行本の場合

（1）単行本

1）箸・編者

芸術学院編集部漫画事典芸術学院出版郎昭27

TheListofLiteraturesonComicswithNotes，

236P

1945‑1960

特に漫画の描き方の項が多く，他に日本の漫画家の経
−46−
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漫画に関する文献目録

歴・人となりについても触れている。

説したもの。

伊藤逸平現代の漫画社会思想研究会出版部昭34
159P（現代教養文庫260）

漫画の意義，漫画の世界，種類，ヨーロッパの漫画と

日本の漫画，世界の著名な漫画家15人について。
伊藤逸平日本の漫画家ダヴィット社昭31229P
1

須山計一日本の戯画一調刺と抵抗の精神一社会思想
研究会出版郎昭35204P（現代教養文庫287）
古代から現代にいたる日本戯画の歴史。100余人の戯
画作家とその代表的な作品をあげ解説している。
手塚治虫漫画のかきかた一目でみる少年少女入門百科

日本に於ける第一線漫画家39人の代表的作品を掲げ，
同時にその漫画家の経歴・人となり・作品傾向の解説
をのせている。其の他，日本漫画のあゆゑ，外国漫画
のうごき，漫画のみかたについても述べている。
伊藤逸平世界の漫画ダヴィット社昭29148P
世界のすぐれた漫画家の画集であると同時に，漫画の
研究書である。世界の10人の漫画家，社会風俗漫画，
政治漫画，広告漫画について実例をあげ解説を付し，
さらに次の諸項目に分けて解説している。漫画の特質
と歴史性，アメリカ漫画，ヨーロッパ其の他，共産圏

一秋田書店昭34

渡辺吉之亮現場学校の図書館東洋館出版社昭31
329P（学習指導新書11）

漫画の選択基準，良い漫画の条件，漫画とその取り扱
い，漫画の功罪，漫画と子どもの心理，について問答
・形式で書かれている。

山口星漫画自習手本芸術学院出版部昭27
漫画の描き方について。

四方田正作マンガとその与え方明治図書出版昭30
81P（学校図書館講座）

の漫画概観，広告漫画一漫画のPR性一日本の漫画

漫画を読書指導，心理学，教育，芸術等のあらゆる角

について。

度から研究したもの。教師や親がどう漫画に対処すべ

久保田浩子供と本久保田浩・森久保仙太郎共著
誠文堂新光社昭32213P（教室の手帳5集）

きかを解明している。

芳谷勝漫画の描き方川津書店昭32247P

子供と本に関する全国80人の人々の実践記録。漫画に

次の諸項目に分けて説明している。

関しても各方面から取り上げている。
前谷惟光漫画入門寿書房94P

1．漫画についての基礎知識2．漫画の歴史3．漫

画を描く基礎4．漫画の描き方5．各種の漫画の描

漫画の描き方について。

き方6．漫画の製版と印刷。

前谷惟光漫画教室第1号寿書房昭和33

(Ⅱl単行本及び雑誌中の論文

漫画集団漫画集団（1）四季社昭30211P
漫画集団漫画集団（2）四季社昭31207P

A漫画の歴史

松山文雄新しい漫画・童画・版画の描き方飯塚書店
昭24175P

一一‐一〜一.

一一伊藤逸平漫画70年変遷史

漫画については27‑96ページまで。漫画の歴史，漫画
の特質，漫画の種類と描き方について。図版あり。
松山文雄漫画学校大雅堂昭25

須山計一あぶれ・につぼんアソカ書房昭29196P
日本の大陸侵攻以来10数年間にわたる英米仏ソ中その

「中央公論」70−11P189〜204

明治20年から昭和30年まで70年間の日本の歩承を若干
の説明を加え，色刷りの漫画によって描いたもの。
宮尾しげを児童漫画の歴史と変遷
「出版ニュース」1950．2．上旬号

他の新聞雑誌や単行本に掲載された日本に関する漫画

赤本，黒本，黄表紙にはじまり，今日の児童漫画に至
るまでの歴史と変遷を述べている。

を
集めたもの。なお夫々に社会時評的解説を付してい滑川道夫漫画と子ども漫画の性格〔1〕−日本漫画史
る。
稿一

3

須山計一漫画100年鱒書房昭31231P「生活学校」3−4P35〜39
日本の近代漫画史。世相史文化史の面をも重んじて書

日本に於ける漫画の歴史的考察。

か
れており，漫画作品の背景をなす時代相も描かれて滑川道夫漫画と子ども漫画の性格〔2〕一日本漫画史
いる。
稿一

須山計一漫画の歴史美術出版社昭31163P「生活学校」3−5P51〜57
世界各国の漫画の歴史を代表的な漫画を示しながら解野間清六日本調刺絵画の系譜
2 3 9 − 4 7 −

読書科学（V、4）
て米国の漫画と対比させながら考察したもの。

「アトリエ」No.348P1〜24

片寄みつぐ日本漫画の診断書

漫画の元祖たる調刺画の歴史を述べ，後部に図版をま

「出版ニュース」1960．2．上旬号P1〜7

とめて掲げている。

日本の漫画は老化現象を呈し曲りかどにきているとい

須山計一近代日本のまんが

う。その原因をさぐり，昭和20年にさかのぼって，政

「美術手帖」106号P63〜66

明治・大正・昭和の漫画の流れについて概略してい

治漫画，家庭漫画，アプレ漫画等のカルテを書いてい

る。

る。

｡

阪本一郎児童漫画の世論調査の試み

須山計一漫画百年史

「読書科学」10号P1〜9

「漫画タイムス」昭31年9月1日号

親たちの漫画に対する意見や態度の実態調査の結果と

須山計一欧米カリカチュアの系譜

その考察。

「アトリエ」No.348P25〜84

欧米カリカチュアの歴史，文末に年代順に並べられた

青少年文化懇話会漫画本の展望（資料）
「生活学校」3−4P54〜57

多数の図版がある。

手塚治虫・松下弁知夫戦後十年児童漫画の変遷P8

漫画本の出版状況の調査。

和田義三マンガのはんらん

〜u

「学校図書館」43号

子どもの文化，戦後十年−その史的展望と今日の課

新聞雑誌に掲載されている漫画のはんらん状態を随想

題一日本子どもを守る会編昭3088P

戦後10年（昭和20〜30）間の児童漫画の変遷を年代別

風に書いたもの。

に述べている。

C漫画の言葉

山中三郎日本漫画発達史

伊藤逸平漫画と言葉

「文芸春秋」33−6P29〜37

「言語生活」50号P17〜22

鳥羽僧正の人物戯画より明治に至る日本漫画の変遷。

漫画の言葉を取り上げた評論で内容は次のように展開

B漫画の現状

している。漫画についてその普及状況と原因，漫画

長谷川幸雄日本に紹介されたアメリカの漫画

（子供)における形式一無字幕漫画とキャプション付漫

「出版ニュース」1950．2．上旬号P3

画一悪書といわれている漫画について，漫画にあら

アメリカのどんな漫画が戦後の日本の新聞や雑誌を通

して紹介されたか，その代表的なものを掲げている。

われる言葉。

滑川道夫マンガのことばと子どものことば
「カリキュラム」77号P26〜27

堀長隆他世界の時事漫画

日常生活における「マンガのことば」と「子どものこ

「中央公論」69−4P118〜123

ソ連，中国，米国，仏国の新聞雑誌に記載された時事

とば」との関係についての研究。

漫画を紹介し，その特色を説明している。

子供の漫画に現われた擬声語
「言語生活」50号P72〜75

今村太平アメリカの漫画と日本の漫画

子供の漫画本から擬声語や擬態語を700語ばかりひろ

「芽」20号

いあげ整理したもの。

伊藤逸平・須山計一世界の漫画

⑤

白石大二漫画のことばP16〜18

「美術手帳」80号P39〜54

世界における漫画界の現状紹介。内容：各国漫画芸術

国語教育序論一言語技術学習指導の基礎一生活社

の行動半経・アメリカ英国その他・漫画のPR性・日

昭23221P

本の場合(伊藤逸平)，西ヨーロッパ，ソ連及び東欧諸
国，中国，朝鮮（須山計一）

『

朝日新聞連載漫画「アラクマ道場」96回の4場面のこ
とばを例にあげ，日本語における構造的特色を説明し
ている。

何初彦漫画について

東京学芸大学読書科学研究会児童漫画に於ける語蕊の

「美術手帖」33号P28〜31

現代の日本の漫画の傾向，構想，技法の諸面を主とし
−48−

研究
240

慢画に関する文献目録

「読書科学」7号P19〜27

224P（読書指導講座6）

読書指導上の問題点とその指導法について。漫画に対

，漫画の読み方

する具体的対策も二種送くられている。
堀川直義諸家と漫画の読み方

浜本収マンガから出発した集団指導の実践

「言語生活」42号P43〜47
、

画の読み方を説明している。
関計夫漫画の心理
｡

「教師の友」7−3P24〜30
花見浜江他．児童漫画の功罪

−つの漫画も百人百様の読み方がある。この論文は著
名人に対して行なった若干の資料を手がかりにして漫

「教育技術」10−8

花岡正枝マンガ映画から一歩すすめてP132〜133
視聴覚教育の手帳久保田浩・森久保仙太郎共著

「教育と医学」3−2P44〜47

誠文堂新光社昭32370P

漫画を心理学的な立場から考察した論文。内容：漫画
の出現，漫画の両極性，漫画の手法，漫画の享受。

農村における巡回映画の漫画に対する児童の関心を，
ただ漠然と画面を追う事からより高め，鉛筆対談をさ
せる事によって問題をみつげ出すようにした体験談。

関計夫漫画の心理P127〜135
しつけの心理慶応通信昭30229P

波多野完治マンガをどうするか
「教育」3−12P84〜95

E漫画と子供（主に読書指導・生活指導の面より）

視聴覚教育論の立場から漫画をどうすべきかを論じた
もの。漫画のよろこばれる理由を形式面と内容面とに

阿部進学習意欲と子どもの文化
「教育」No．122P28〜31

子供が勉強をしない原因は，テレビと漫画だと云う考

わけて考え，漫画に対する対策に言及している。
波多野完治漫画論P234〜241

え方について。

児童読物と読書指導亀井勝一郎等箸牧書店

油谷照子私はこうやった−漫画を取り去った徳島県立

昭30273P（読書指導講座9）

図書館の場合一

漫画が子供にもてはやされる理由，漫画の形式面内容

「こどもの図書館」1958年版

図書館における漫画の取り扱い方の一例。
青木博マンガを読む意欲を活用

面の考察，漫画の選択法，選択の基準，子供の手には
いった漫画の対策等について詳しく書かれたもの。
波多野完治・木村斐子子どもとマンガ

「生活指導」N0.5P28〜32

広島大学付属三原小学校の或る学級における読書指導
の実践記録。漫画ばかり読んでいた子供が，お互いの

「読書科学」2号P30〜33

．子供漫画の出版現状と漫画愛読の実態。

早川元二児童文化一子どもは何故漫画を好くか−

話し合いから教養図書，学習図書に興味を持つように

P189〜19l

なった過程。

子どもの育て方しつけ方金園社昭30215P

青木誠四郎子供の本一本のいろいろ，漫画の本一P
163〜165

新しい教育と家庭の教育有朋堂昭25216P

（実用百科選集）

何故子供は漫画を好くかを問答形式で述べている。
早川元二児童文化財と芸術教育一漫画本をどうあつか

漫画の魅力・漫画の良い面･漫画の選び方について。
馬場正男読書の指導一マンガと雑誌の問題一P153〜
156

一年二年現場の国語教育馬場正男等著春秋社
0

昭29269P

うか−P316〜327

よい子にするために一子どもの幸福を守る相談−今
井誉次郎･乾孝･早川元二共著厚文社昭29364P
子供が漫画にひかれる原因，漫画の持つ性質等を分析
する事により漫画本の扱い方を述べている。

デールもエドガー漫画の影響力P169〜170飛田多喜雄マンガの問題について教えて下さい
デールの視言聴覚教育西本三十二訳日本放送教育

協会昭32242P

P153〜154

国語科99の相談飛田多喜雄・馬場正男共著明治

藤田光六年生の読書指導の計画P47〜42図書出版昭32239P（教師のための相談選書1）

少年期の読書指導亀井勝一郎等箸牧書店昭30漫画の意味，その悪い面，漫画のコントロール，漫画
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読書科学（V、4）
「出版ニュース」1950．2．上旬号P10

の指導について述べている。

卑俗な漫画の多い今日，漫画をただ悪いものとして研
究されない事では，その善導はあり得ない。画家や出
版社も共に研究して教材として取り上げられる様なも
のがつくられて欲しいと，教師としての立場から述べ

飛田多喜雄子どもの読書傾向と図書館
「児童心理」8−7P610〜615

中学校生徒159名の読書調査の結果を分析しながら，
若干の問題点を取り出し学校図書館の在り方に言及し
ている。漫画については調査の結果を表にして記載し

ている。

古谷綱武編教育に望む小中学生の声一漫画はよいか

ているに過ぎない。

わるいか一P118〜120

日高六郎悪い読物や漫画ばかり読んでいるのですがよ

少年少女から大人への抗議西荻書店昭26209P
10代（小学校6年〜高校3年）の子供達と編者との座

い本を読ませるようにするにはどうしたらよいでしょ
うかP145〜148

お母さんから先生への100の質問勝田守一・国分

談

藤島宇策マンガを卒業させることはできるか

一太郎共著中央公論社昭30264P

「教育展望」6−8P6〜7

上記の質問に対する著者の指導

マンガジプシー，子供漫画の現勢，新しい世代マンガ

日俣修二他児童雑誌の内容とその世論の分析(1)

チャイルドといった項目のもとに，子供と漫画の問題

「学校図書館」57P14〜23

を述べている〆

日俣修二他児童雑誌の内容とその世論の分析(2)

今井誉次郎社会科と学校図書館一不良漫画の取扱い−

「学校図書館」58P33〜48

日俣修二他児童雑誌の内容とその世論の分析(3)

P376〜377．

まいにちの社会科記録牧書店昭26384P

「学校図書館」59P48〜51

久山康編人間の成長と読書一少年期の読書一P

猪野省三漫画・絵物語P88〜99

児童問題講座第5巻児童文化篇新評論社昭

76〜77

29344P

読書の伴侶基督教学徒兄弟団昭31372P

漫画の与える影響，漫画の教育的価値について述ぺ，
慶応幼稚舎で行なった調査に基づき，よく読まれる漫

少年期の読書についての座談会，漫画の世界，ブロン
デイを取り上げている。

画の内容分析を行なっている。

本間繁輝文学教育の発達一子供の読書生活の実態とそ

猪野省三マンガの功罪

の指導一

「教育」3−8P75〜81

文学教育の探求はくぼくの会編三一書房昭31

漫画の教育的資料利用の問題より内容を分析し，漫画

197P

の功罪を論じている。

堀ひとし漫画本追放

猪野省三少年少女向雑誌の現状

「児童心理」4−2P33〜37

「カリキュラム」No.61P67〜68

漫画本追放の体験記。

俗悪な漫画が子供達の人間形成におよぼす影響につい
て暗い一例をあげて説明し，そのような漫画が一冊の
2/3をしめているといわれる少年少女向雑誌のなかから
「少年少女冒険王」「おもしろブック」「少女」の三誌

法政大学二部心理学研究会マンガと子供の心一赤胴鈴
之助を中心に一

「教師の友」No.70P32〜43

．漫画「赤胴鈴之助」を中心に，子供達は漫画について
何を考えているかを発達心理の立場から研究調査して

をとりあげ，内容を紹介している。

石田光等編子どもたちの親友マンガP217〜265

いる。

マスコミは子供を変える大阪教育図書昭35318P

福西基漫画の生態一子供は漫画をどうみているか一

児童は漫画をどうして好むか，現在どんな漫画本があ

子供はどのくらい漫画を読むか，貸本屋はどの程度利
用されているかを調査に基づいて述べ，漫画の魅力，

るかj漫画を学校において如何に利用したらよいかに

漫画に対する親子の願いを述べている。

「図書教育」2−7P20〜24

石黒修牛を殺してはならない一不良出版物に対する

ついて述べている。

三ない運動一

古川正義欲しい子供の漫画本
f，

−50−

242

冬

漫画に関する文献目録

「実践国語」16−177P78〜81

「社会教育」5−7P54〜56

不良出版物追放運動に対する批判。

学校で教師の手をとおして調べる読書調査ではとらえ

石黒修不良出版物と学校図書館

がたいものを，貸本屋の業態を手がかりに究めていっ

「出版ニュース」302号P1〜6
不良出版物と漫画，児童の目にふれる漫画の多量さと

た調査印象記。

金丸光雄読書指導についてP108〜114

その種類について述べている。
画

−年生の家庭学習としつけ一担任教師から両親へ

石井桃子漫画と子どもの読書P79

−木村書店昭26233P

子どもの読書の導きかた国土社昭35

漫画のもつ要素の分析，子供がひきけつられる原因の
⑤

漫画しかみない子の読書指導について。

金丸光雄読書のしつけ一漫画について一P177〜178

究明とその対策について。

−年生のしつけ明治図書出版昭312333P

磯部忠雄子どもにどんな本を

漫画の指導法，漫画の良い面，悪い面について述べ，

「PTA」2−9P26〜28

これを考慮してより高い読書へ導くように指導してい

なぜ漫画が横行するか，それをどうしてさけるか。良

い漫画，作品の基準について述べている。

る。

金子書房読書の指導一読書の嫌な子どもの読ませ方一

磯貝芳郎・寺内礼次郎マンガと子どもの心理

P181〜183

「児童心理」8−7P621〜626

小学校実践ガイダンス金子書、房昭27306P

漫画，クリチャンをとりあげ，それからうける子供の

読書嫌いの子供の治療と，その一方法としての漫画の

行動的，あるいは，心理的な影響について調査，研

読承方指導について。

究している。

金子好郎漫画を教師はどう扱うべきか
「教育社会」4−1P14〜15

一瀬直行・千田忠・伊藤義雄浅草の子供たちと読書
「出版ニュース」316号P1〜6
浅草の子どもたちと，その読書の生態についてスポッ

トをあて，不良出版物の問題に言及している。

辻I雲路猛マンガの問題P57〜60

児童の漫画熱を直接的な経験をもとにし，教師の立場
から考えている。

神崎清子供の文化を語る（神崎清，新しい教室編集
部座談会）

「新しい教室」4−9P28〜33

小学五年生の読書指導岩崎書店昭32205P
（小学生の読書指導講座5）

子供の文化をあらゆる面からみての座談会。児童の漫

5年生としての漫画の問題の所在，漫画を読む現状，

画に対する魅力，それにともなう良心的書物のなや承

漫画問題に寄せる三つの態度について述べている。

等。

雲ジョン。R・ガバナー漫画についての是非

「教育技術」4−11P12〜16
漫画は有害か否か，二，三の書物，討論の要約を紹介
しながら，筆者自身の意見を述べている。

潟永重次編まんがと児童P125〜127
児童心理学三一書房昭31

心理学的にふた漫画の功罪について。

加藤唯夫漫画本はこどものためにこうありたい

･ジヤーシルド・アーサ・T漫画P491〜493

児童心理学小見山栄一等訳金子書房昭26577P

「出版ニュース」1950．9．中旬号P6
勝田守一編マンガP175

菅忠道子供の興味と漫画について。
人気のある漫画をめぐってP92〜101

岩波小辞典教育岩波書店昭31201P

漫画の特質，児童に与える影響，特質等を簡単に述べ

児童と読物金子書房昭27191P（児童問題新
｡

書21）

ている。

桂広介児童漫画の再出発

子供漫画をまず，「わるい読物」の代表としてとりあ
げ，漫画狂の子供たちがどんな風に漫画本に接してい

「児童心理」4−2P30〜32

漫画の人気は一体どこから生まれるのか。漫画の特色

るかの一断面，つまり読書生態の一こまを紹介したもをあげ，漫画本が再認識されるためには，漫画の再出
のo

発が必要であると述べている。

菅ヌiミiくり辻界をのぞく河盛好蔵漫画時代匙
2 4 3 − 5 1 −

読書科学（V､、4）

「書評」4−3P11〜13

面・生活の二観点からみた漫画に対する対策

漫画が子供に与える影響の，好ましからぬ面をとりあ

・げ，漫画の品質向上を強調し，漫画家に対する不満を

国分一太郎教科書問題とマンガ俗悪読物

「婦人公論」461号P92〜95
漫画等の俗悪出版物対策としてとなえられはじめた法

述べている。

的取締り説と，それに関連してくる教科書の固定化に

川上春男マンガ中毒症の診断と治療

ついて述べている。

「学校」98号P110〜123
漫画読み物の読書調査をした結果をもとにして，漫画

中毒症にはいかなる症状があり，その予防対策はどう

小見山栄一子どもの読書の導き方P75〜82

教室の心理学小見山栄一・井坂行男・沢田慶輔共
著牧書店昭27191P

したら良いか述べている。，

昭和26年4月から27年3月まで，NHK教師の時間に

川口四郎漫画と描画P85
幼児の絵と工作，昭和出版昭31161P（ママぶ

⑨

子供の指導や，しつけの問題について，現場の先生方

うつくす）

と著者が対談形式で放送したのをまとためたもの。漫

漫画が児童の描画に与える影響について。描画の観点

画からの影響,漫画ばかり読んで勉強しない子供等を。
近藤日出造子供漫画を斬る

からみた漫画の与え方。

「中央公論」71−7P310〜316

川上一真読書指導ということ，−マンガと子ども一

子供雑誌に掲載される漫画についての批判o

「作文教育」3−2

川崎市立富士見中学校娯楽的読書一漫画について−

小西良郎漫画と子どもたちP95〜134

子どもは見ている聞いている一マスコミの影響一

P249〜252

中学校における図書館経営と指導東洋館出版社

鴫原一穂等著三一書房昭32242P

漫画の実態，魅力，影響等について実例をあげて述べ

昭32292P

中学生はいかに漫画をみるか，それに対する指導はど
うしたらよいかを述べている。

ている。

鴻巣良雄マンガばかりよむ子供によい本をよませるよ

剣持晃児童とマンガーその現状と読書指導の−経験

うにした，いい経験を知らせて下さいP78〜81
続お母さんから先生への100の質問，勝田守一・国

「文化と教育」7−5

分一太郎・丸岡秀子共編，中央公論社昭31256P

木川達爾子供のマンガ狂P162〜164

小山玄夫漫画と子供P264〜270

教師のノート牧書店昭31164P

教育と母親達との話し合い。子供といっしょに漫画を

生活教育の作文指導西荻書店昭24379P

み，一人一人の子供にあった指導を行なうことが必要

小学校3年のある学級自治会でとりあげられたことを

であるという事。

記録したもの。漫画を子供自身の問題として，子供自
身で解決しよう，ということ。

木村稔漫画から長い物語へP112〜125
初等教育事例集8学校図書館篇文部省編明治

小山玄夫漫画をとりあげるP176〜181
生活学級の経営（中学年用）一ホーム・ルームの実

図書出版昭32203P

践報告一牧書店昭24232P

京都市立上鳥羽小学校の読書の普及と習慣づけの指導

児童が自治会で漫画をとりあげた，その決議記録に著

の実践記録。

木村昌夫小学校中学年の学級における読書会一マンガ

者が説明を付している。

守

久保田浩児童雑誌はこれでよいのか

を中心とした実践(1)一P40〜49

読書会の指導図書館教育研究会編学芸図書昭

「カリキュラム」77

教育上よりみた児童雑誌の内容分析及び批判。

32204P

クリスチャン・サイエンス・モニター通信員子供と漫

小学校4年のある級における漫画指導の実践記録。

画

清輔道生マンガと読書指導P147〜153

児童期の読書指導亀井勝一郎等著牧書店昭30
229P（読書指導講座5）

少

「日本PTA」15P14〜16

アメリカ児童研究協会の編集員が書いた漫画に関する

漫画の児童への浸透率を統計で示し説明。読書指導の小冊子についての意見，批評。
− 5 2 − 2 冬 冬

『

漫画に関する文献目録

クロスクルト・A読物，新聞，ラジオ，映画，美術の

新時代の家庭教育一子供の心理と崇一日本教育出

子供の道徳及び知能の発達のうえに及ぼす影響P89

版社昭25255P

〜105

子供の読んでいる漫画本に対して心をいためているあ
る母親に，手紙の形式で返答したもの。漫画は本の形
をした玩具であると考え，消極的な害悪の方ばかり考

子供はうったえる−子供をまもる国際会議報告，決
議案一五月書房編五月書房昭29166P
〕

1952年，オーストリアのウィーンで開かれた「子供を
まもる国際会議」の席上，クロスクルト氏によって述

えず，積極的に与えるべきである。

森岩雄マンガ指導の一考察

べられたもの。

「IFEL図書館学」7P39〜43

黒沢信夫マンガの読み方の指導P57〜59

小学三年生の読書指導岩崎書店昭32178P(小

⑤

学生の読書指導講座3）

漫画はなぜ魅力があるか，漫画の良否の判定，漫画の
分類，読ませ方について。
森江桂造子供の抗議

桑垣真旧い殻をやぶる−マンガ文庫一P229〜24O
新しい村づくりの社会科下程勇吉編新日本教育

「出版ニュース」193号P5

親達の子供の読書生活に対する態度を教師の立場から

協会昭32323P

親の漫画に対する態度，子供と漫画，漫画指導の実例
を述べている。

みて，それに抗議している。

森久保仙太郎子どもの読書をめぐる問題P164〜182
読書指導99の相談明治図書出版昭32205P

森久保仙太郎漫画についてなどP172

問答形式で次の質問に答えている。

視聴覚教育の手帳久保田浩・森久保仙太郎共著

子供の漫画についてどう考えていったらよいだろう
か。漫画を読む子供の実際指導の糸口のひとつ。子供
の漫画，絵物語などの良否を見わける角度について。

誠文堂新光社昭32370P

日本とアメリカの漫画の相違とあり方について。
毎日新聞社読書与論調査1〜13回

好ましくない漫画，読物から子供が，どの様な影響を

昭和23年〜35年

うけているか。

毎日新聞社調査部おもしろかったマンガP23〜25
P52〜55

長島貞夫アメリカの児童と漫画一漫画の心理学的研
究一

何をどのように読んでいるか−小・中・高校読書調

「児童心理」2−1P59〜68

査一毎日新聞社調査部昭3096P

増村王子第一学期の読書一マンガの扱いかた−P206
講座，新しい学級づくり，1年生牧書店勝田守
一編昭32395P（講座学級経営）

アメリカでは，漫画の問題がどのように処理されてい
るか紹介している。

長島貞夫児童読物に対する子どもの意見（東京窪町小
学校6年生7人の席談会）

一年生の漫画指導について。

「児童心理」9−7P44〜53

増村王子小学校低学年における読書指導一マンガにつ

よく読まれる雑誌，感銘をうけた読物，読物に対する
成人の指導，雑誌「青い鳥」に対する感想，よい子雑
誌が読まれないわけ，新聞の漫画について，悪書の影
響。これらの項目について子供の卒直な意見を述べあ

いて−P201〜203

国語教育6．読書指導全日本国語教育協議会編
明治図書出版昭30348P

三石昭漫画本の功罪とその人気一こども漫画の向上
のために−

っている。

長島貞夫漫画の問題P304〜319

「出版ニュース」290号P7〜8
@

児童社会心理学一性格の社会的形成一牧書店昭

子供漫画向上のためには，書店，取扱店の人禽が文化

事業にたずさわるという自覚のうえに，不当な掛の切
り下げをやめるようにつとめたら良い漫画本も生まれ

31360P

読書問題より考察した漫画の影響について。
中原佑介コドモとマンガ

るだろうし，普及されるたにちがいない。

「文学」27−3P73〜79

宮下正美漫画は玩具である−あるお母さんへの手紙一
P186〜193
2製5

子供漫画の功罪と，在り方について。
中西昇絵本，マンガP165〜187

−53−

読書科学（V、4）
滑川道夫マンガの禁止P64

子どものおもちゃひかりのくに昭和出版昭32

しつけのメモー愛と規律の120章一牧書店昭32

190P（ママぶつくす）
絵本，漫画が子供に好まれる理由や，絵本，漫画の功

罪について，子供の精神発達のいろいろな方面から眺

136P

親や教師の生活指導のしかたをメモの形式で，漫画に
ついて触れている。

め，具体的にわかりやすく書いたもの。

日本読書学会マス・コミュニケーションと漫画P

滑川道夫マンガ本の与え方P18〜19マンガ狂

主

171

P103〜106

読書による人格形成牧書店昭33

読書相談一読書指導の進展のために−滑川道夫・

漫画赤胴鈴之助の分析と調査。

阪本一郎共著牧書店昭27190P

問答形式で，漫画本に熱中している子供に対する読書

負

にしがきっとむマンガについて

「カリキュラム」No.114P20

指導法，漫画本の与え方について述べている。

子供の読んでいる漫画に対する親の態度。

滑川道夫子どもとマンガの問題P106〜145
児童の興味と指導鈴木清等著金子書房昭28

西山敏夫児童読物について一地方で小学教師をして
いる友へ−

194P

子供と漫画の現状，漫画の歴史的展，望長所，短所，

「書評」4−6P48〜50

漫画と読書指導，子供漫画の改善，についての論文。

最近における児童読物の出版情況の特に目立った傾向

滑川道夫絵本の見せかた読ませかた一マンガの指導一

について，俗悪な漫画から児童をどうして遠ざけたら
良いか，書簡形式でのべている。

P221〜229

母が導く小学一年生実業之日本社昭26258P
漫画の種類，児童に及ぼす良い面，悪い面，読ませる

野田彰・黒沢浩子供の雑誌批判をめぐって−最近の
漫画を中心に−

に当たっての留意点及び指導法。

「読書科学」10号P10〜12

滑川道夫子供に人気あるマンガ

子供達は雑誌に何を求め，どのように雑誌を読んでい

「児童心理」6−6P464〜468

るか。雑誌の向上をはばむものは何か。漫画を中心に

漫画好きと云うことの意味。子供に人気ある漫画につ

述べている。

野村純三漫画への偏向をみちびくP202〜207

いて。

読書指導の実践成践小学校読書研究会編牧書店

滑川道夫子どもをめぐる読書環境P169〜203
子どもの読書をどうみちびくか牧書店昭29261P

昭26282P

子供と漫画の現況，漫画の歴史的展望，子供漫画の長

漫画に対する興味漫画の良い面と悪い面，良い漫画

短，漫画と読書指導，子供漫画改善の必要性について

とよくない漫画を見分ける熱意をもたせるには，等に

述べている。

ついて小学三年生を対象として漫画への偏向をどう導
びいたらよいか述べている。

滑川道夫マンガの児童に及ぼす影響

お母さんと話す会漫画ぴかり読んでいて困りますがど

「出版ニュース」1950．2．上旬号P9

うしたらよいでしょうP87〜88

滑川道夫マンガの指導

困っている120の教育問題一お母さんの悩みに答

「言語生活」50P33〜35

える−蕊明書房昭31248P

漫画の指導法について。

滑川道夫視点をかえて一こどもマンガと読書一P

3

岡田文男マンガと子供についての一考察
「読書科学」16号P31〜36

2〜16

青少年の読書指導国士社昭25291P（ほうむ

漫画がどんなに子供の中に浸透しているか，作文によ
って調査し，漫画について筆者の見解を述べている。

らいぶらりく教育の部＞5）
漫画とは如何なるものかをその歴史，特性，構成要素

奥田潔漫画からいかにして読書領域を広げたかP

から分析し，種類別にわけ，児童がなぜ漫画に強くひ

143〜156

かれるかを説明し，児童に与える影響と，その対策に

初等教育指導事例集8学校図書館篇文部省編

ついて述べている。

明治図書出版昭32203P
−54−
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取烏県八頭郡佐治第一小学校の図書館を中心とした読

向の実態一P245〜250

読書の心理牧書店昭29405P

書指導実践の中から漫画について取り出し，その指導

読書調査に現われた漫画に対する興味の分析。

の過程を記述。

大木春基中学生の心理と生活一青少年の読書傾向と

阪本一郎漫画の興味P39〜42

児童と読物東京教育大学児童研究会編金子書房

その指導一P60〜93

昭27191P（児童問題新書21）

これからの中学生大木春基・江尻容・宮崎勝式共
。

漫画の与え方について。

著西野書店昭25242P

中学生による「自己の読書傾向の発達実態」をあげて

阪本一郎雑誌一漫画本，漫画対策P129〜133
学校図書館・東京教育大学教育研究室編金子書房

いる。
⑲

昭26310P（教育大学講座34）

大熊喜代松マンガ，絵本P41〜44
読みのおくれたこどもの治療教室光風出版昭29

漫画対策の実例として，アメリカ学校司書協議会が行

140P

ったケースをとりあげて説明している。

読みの治療的指導をどんな段階に従ってすすめたらよ

阪本一郎童話，読書，漫画P166〜183

いかという項で，漫画や絵本にむかっている子供達の

小学校一，二，三年期東京学芸大学教育心理学研

場合を扱っている。

究室編岩崎書店昭27204P
漫画の悪いわけ，漫画の与え方についてd

老松小学校（名古屋市立）漫画ばかり読んで困るP

阪本一郎漫画と絵物語P133〜150

87〜88

子どもの読書と文化東京学芸大学教育心理学研究

母と教育一困っている教育問題一蕊明書房昭28
248P

室編岩崎書店昭31163P（教師のための児童

｡

心理講座5）

漫画や絵本を読むことを頭から否定せずに，漫画の選
択を怠らず，それを学習読書の前提として指導するこ

漫画，絵物語の実態を出版量の数的分析，内容の類型

とが必要だ。

的分析からつかみ，児童漫画の指導法について述べて
いる。

大村浜読書指導上漫画はいかに取扱うべきか−主

阪本一郎読書の心理の導きかた（6）漫画の与え方

に中学生を対象として−

P285〜288

「言語生活」50P36〜38

学習の指導金子書房昭30294P（幼児児童教

大西久一読書指導の問題

育講座4）．

「学校教育」402号P48〜52

良くない漫画にどのようなものがあるか，その指導対

読書指導の意義，要訣，児童の読書の実態と分析につ

策。子供の漫画の興味の発達過程。

いて◎

阪本一郎読書の能力と興味の発達一読書興味の発達

小野金之介漫画ばかり見ている子P243〜244

段階一P250〜255

臨床教育事例事典小野金之助編昭31550P

漫画について「解説」「事例」「診断」「処置指導」の

改訂・増補読書指導一原理と方法−牧書店昭30

形式をとって述べている。

513P

大阪教職員組合平和教育委員会子供の読書と映画，ラ

阪本一郎編読書興味の発達と診断P32〜42

ジオP30〜45
L

吟

読書指導ハンドブック牧書店昭31495P

伸びゆく子らのために蕊明書房昭28278P

読書興味の発達，とその問題点について述べ，喚起さ

漫画，雑誌の読まれ方，売れゆきの構成要素を具体的

れた興味の意義をつまびらかにし，診断することによ

り，より効果的な漫画指導を行ない得るとしている。

にパーセンテージによって示したもの。

笹川郡こどもの読んでいるマンガの実態と読書指導

阪本一郎健康な読物とは何か

「読書科学」2号P34〜40

「児童心理」8−7P595〜603

漫画についての児童の実態調査結果と，漫画から出発

主として児童読物(漫画)，小説を中心として健康な読

した読書指導について。

物といわれるための諸条件を各を実例をあげて説明し

阪本一郎読書活動はどのように発達するか一読書傾
247

−55−

ている。

読書科学（V、4）

阪本一郎漫画のおもしろさ

佐藤真公共図書館児童室を中心とする児童生徒の漫

「青少年問題」5−2P6〜1O

画利用状況と問題点

広く漫画を分析し，問題点をあげ，健全な漫画のあり
方を述べている。

「図書館学界年報」Ⅱ1955P92〜102
五月女正夫まんがとこども

阪本一郎漫画の世界

「教育じほう」l18P29〜31

「教育手帖」50号P2〜3

漫画から適切な読書指導に導くよう努力したいという

読書指導における漫画のとり扱い方と，今日の子供漫

教師の立場から，子供と漫画の問題をとりあげたも

画に対する批判。

参

の◎

阪本一郎・西尾宗人漫画に対する児童の興味の一調
査

沢辺寿一漫画の指導について

「初等教育資料」103号P29〜31

「読書科学」10号P13〜17

も

子供の日常の会話，遊び，作文などから，漫画の影響

子供の漫画に対する興味が年令によってどのように変
わるか，どのような漫画が好まれるか，実態調査の結
果を発表している。

力を知り，それに対処する指導について実践例をあ
げ，説明している。

瀬上茂美漫画指導の実践報告P34〜43

阪本一郎小学生の漫画の興味

学校図書館の読書指導石田佐久馬編福村書店

「読書科学」12号P32〜40

昭29338P

漫画の登場人物，時代背景，内容についての子供の実

態調査結果と，子どもの愛好している漫画のベスト・

テン，漫画の改善について述べている。

「漫画」と言う素材を児童に直接ぶつけ，共に研究し
た記録。

西部朝日学芸課編子供と漫画P104〜108
●

阪本一郎漫画をどう与えるかP56〜62

お母さんの部屋一子供はこうして育つ一慶応通

小学四年生の読書指導阪本一郎等著岩崎書店

信昭30181P

昭32226P（小学生の読書指導講座4）

漫画の功罪について，一教師と一主婦の報告をもとに

阪本一郎児童文学と児童心理

して，西南大学助教授，高橋さやか氏が考察したも

「児童心理」9−7P610〜611

の◎

今日出版されている児童漫画の分析を行なった結果，

関野嘉雄こども読物の問題をめぐって

いずれもその取材が｢現在のコト」でない事を見出し，
この事実が児童にあたえる影響の大なることを述べて
いる。

「社会と学校」3−7P26〜29
営利主義の大波がすさまじく打寄せている子供読物の

世界と，その問題をめぐって，単行本，雑誌にわけて

阪本一郎他児童雑誌をめぐって（座談会）

述べている。

「青少年問題」4−8P20〜31

関野嘉雄弄漫画本の問題

児童雑誌の中での漫画のあり方について児童教育の
立場から批評している。

「PTA」2−5P46〜47
漫画本盛況の今日，われわれは，具体的にどういう態

阪本一郎興味の発達P104〜112

度をとるべきであるか述べている。

図説児童心理岩崎書店昭32151P

清水晴男漫画の読ませかたP96〜100

心理学上からみた読書興味の発達及び，その発達段階
のごく初期の漫画の興味について，ハーロックのまと

めた港間漫画賛否論を紹介している。

読書指導の展開滑川道夫編牧書店昭31300P
漫画の読書指導法。学級文庫に積極的に良い漫画をと

り入れ，常にその読まれ方を観察し，生徒と共に読

阪本一郎子どもの本を選ぶ12のカギP195〜202

み，批判力を育て，より高いものに導いていった体験

新家庭教育読本石山惰平編新日本教育協会昭
34221P

が述ぺられている。

霜田静志絵本とマンガについて
「新刊月報」1956.5

指方竜二・他児童雑誌の漫画の魅力（座談会）

園原太部漫画から見た十代

「出版ニュース」1960．7．中旬号P1〜7
児童雑誌の編集長（6人)が漫画の魅力を語っている。

「言語生活」31P32〜37

i
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−
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漫画が青少年に与える影響，いかなる漫画を与えるべ

きかについて，漫画研究発展のために一つの基礎調査
を報告し，若干の問題をひろいだし究明している。

少年少女の読物の取扱い方について，漫画を例にあげ
て述べている。

竹ノ内一郎マンガの指導P64〜68

周郷博子供の成長と読書

小学二年生の読書指導阪本一郎等著岩崎書店

「図書教育」2−4P5〜8

昭33172P（小学生の読書指導講座2）

戦後日本の子供達の読書内容の貧弱さを指摘。
3

漫画の功罪，子供と漫画，子供の漫画観，漫画の読ま

周郷博映画と漫画P245〜258

せ方，取扱いの実際について。他に，家庭での読書指

教育社会学光文社昭26326P
｡

今日の子供をとりかこんでいる特色ある社会環境とし
て，映画，ラジオ，出版物を取上げ，映画，出版物の
うち，特に漫画の影響力について教育的立場より論じ

導，漫画については禁止しないで，反対に，もってい
るものは読ませる（P''4)。漫画についての親の意見
（P136）もある。

竹下直之編読書指導の方法一漫画と読書指導一

ている。

P131〜134

鈴鹿教育科学研究会中学校の実践一ホーム・ルーム

学校図書館運営の実際と読書指導西荻書店昭25

の読書会一P192〜212

国語の教室麦書房昭32296P

270P

田宮輝夫五年生の読書指導と実践記録P86〜88

ホーム・ルーム，読書会での漫画指導から発展し，生

少年期の読書指導亀井勝一郎等著牧書店昭30

活作文，図書室の利用に生徒を導いて，自身で学ぶ習

224P（読書指導講座6）

』慣をもつようにした実践記録。

鈴木喜代春マンガを包んだ指導法P99〜13O

生徒を導きつつ

新しい読書指導新評論昭和33

子どもはそれさえ知らない新日本教育協会昭30

鈴木喜代春漫画から読書へ

251P

「初等教育資料」66P13〜14

小学5年生になっても自分の名前も満足に書けなかっ

あくどい漫画から，どのように読書に導いたら良い

た憲明と云う少年が，絵本や漫画を媒介として文字の

か，実践をふりかえりながら述べている。

読み書きが出来るようになり，図書館にも通うように

鈴木喜代春読書指導二つの実践報告，低学年の読書指
導

なったまでの過程を具体的に述べている。

田中教育研究所編漫画ばかり読みたがる子P,0,〜

「読書相談」3−8P18〜20

104

漫画本が何故子供に愛されるか，理由を分析し，それ
をもとにして行なった読書指導経験を述べている．
高松市立図書館赤胴鈴之助についての実態調査

子どもとともに−親のための教育心理読本一小
学校低学年の巻日本文化科学社昭32129p
漫画ばかり読みたがる子の対策，指導について述べて

「文化」1957.6

高野桂一おとなと子どもの読物観一読ませたいもの

いる。

辰見敏夫学習態度と習慣の悪い子一漫画ばかりみて

で読みたがるものを求めて−

いる子一P221〜269

「学校図書館」69

I
B

共に行なった漫画解剖の記録。

田中久直憲明ちゃんと学校図書館P219〜223

問題をもつ子の指導法鈴木清等編，明治図書出版

現在の児童読物につい丈子供たちがどの様にゑている
かを，大人の観方と比較対照しながら述べている。
高橋健二悪書は良書を駆逐するか

昭32296p（明治図書講座）

知能や読書能力の発達に遅滞はみられないが，漫画だ
けをみたがる読書傾向にある子供を読書に導くにはど

「学燈」52−6P40〜42

うしたらよいか述べている。

悪書の横行が良書の普及を妨げて，悪い環境を助長す寺内礼次郎マンガを迎える心理
ることは否定できないが，良書に親し染やすくする工
夫も必要である。

「言語生活」50P22〜27

手塚治虫児童向漫画を語る座談会

高山毅少年少女読み物の与え方

「こどもの図書館」3−4

「PTA」2−9P24〜26手塚治虫児童漫画をどう考えるか
2 4 9 − 5 7 −

読書科学（V、4）
して興味をおぼえる段階についてふれている。

「新刊月報」1956.8

東京都教育委員会青少年出版物対策協議会報告書（マ

和田義三子供漫画向上運動について
「新しい教室」3−10P52〜53

ンガに関する12章一児童マンガ百科事典）

漫画集団で唱えた，子供漫画向上運動の目的，内容に

東京都教育委員会昭和34113P

子どもの生活と漫画，漫画経済学，児童雑誌専門漫
画，歴史的にみた漫画の流れ等12の観点から漫画につ

ついて。

渡辺彰マス・コミの影響と教育的指導P36〜46
マス・コミと現代の教育一現場実践の立場から一

いて述べているo

を

光風出版昭33232P

図書館教育研究会編マンガばかり読む子どもの指導

漫画の愛好，悪影響，有害論。

法P135

読書問題児の指導学芸図書昭32（読書

渡辺吉之亮学校図書館の問題を拾う
「教育じほう」118P47〜50

指導研究叢書3）

漫画と学校図書館，読書指導との関係等，学校図書館

図書館教育研究会編マンガととり組んだ子どもたち，

における数煮の問題点を拾いあげ論じたもの。

P1〜8

読書記録の指導学芸図書昭31210P（読書指

山本房吉他児童雑誌をよくするにはどうしたらよい
か（10人による討議）

導研究叢書2）

ある教師の漫画指導の実践記録と，指導された生徒自

「学校図書館」63P8〜22

山下俊郎読みもの，マンガ，紙芝居はどう導びいたら

身の漫画読書記録。

図書館教育研究会編漫画本の与え方P60〜65

いいでしょうP235〜236

小学生の読書指導学芸図書昭28287P（学校

児童相談一幼稚園から小学校卒業まで−光文社

図書館叢書別冊）

昭29271P

正しい漫画の読み方をさせるための指導法。

横島武郎赤胴鈴之助と子どもたちP89〜94

図書館教育研究会編娯楽書の読み方P149〜150

考える子どもたち小壷天書房昭34

中学生の読書指導学芸図書昭27219P

横山泰三漫画と子供の感覚

漫画の弊害について。

「言語生活」50P70

坪田譲治・国分一太郎共編漫画もいいものなら見せて

もいいように思いますがどうでしょうか。大人もおも
しろいのですから，子どもだって喜ぶのはあたり前で
はないでしょうかP221〜223

児童読物に関する100の質問中央公論社昭32

小学4年から中学3年までの生徒を対象に行なった，

あらつぽい調査を参照しながら，漫画と子供の感覚と
の関係を考える。

米山朝生マンガを中心とした実践(2)P49〜60
・読書会の指導図書館教育研究会編学芸図書昭

231P

32204P

辻泉伸びるきっかけをつくる漫画P39〜53

学級読書会を利用しての漫画指導実践記録。

子ども達に明るい未来を長谷川書房昭31194P

依田新求むるものと与えるもの

漫画を愛読する子供，その子供のもつ読書意欲をそが

「児童」1−1

漫画の問題を中心にして児童図書選択の基準をのべて

を述べている。

い る 。 、

〃￥

裏田武夫マンガは悪いか

聖

ないようにして他の読物への進展を計ることの必要性

依田新学童の読書調査

「学校」1956.11P104〜109

「児童心理」1−1P27〜31

漫画の流布量，消費者の生態，子供の漫画を読む理由
からみて，漫画の是非を論じている。

都市と農村の小学校4，6年生の読書調査の一部報告。
湯本信夫幻燈，映画，絵本などの取扱い方P132〜
139

牛島義友読書興味の発達P134〜146

読書指導の心理と生理亀井勝一郎等箸牧書店昭

幼児の自然観察一科学心の芽ばえ一牧書店昭

30175P（読書指導講座2）

31196P

漫画に対
精神発達にともなう読書興味の発達を述べ，漫画に対

漫画の功罪について。

2 −
−58
−
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全国学校図書館研究大会マンガ，雑誌，絵本P201

秋玲二マンガ家自戒一子供の生活と現代文化一

〜204

「カリキュラム」61P71〜72

今日の学校図書館第10回昭34.8

現代の漫画に対する漫画家側の弁。

学校図書館研究大会での第65分科会の研究記録。漫
画，雑誌，絵本などの問題点と指導上の留意点につい

C、S・Aマンガ大観

「6.3教室」4−5P79〜84

て検討している。
9

児童研究協会(C、S､A)の児童図書委員が行なったア

全国学校図書館協議会編漫画は有害かP19〜22

メリカに於ける漫画の調査とその評価。良い漫画の基
本的条件を細目にわたって述べている。

学校図書館と情操教育明治図書出版昭31
（学校図書館講座）
動

藤川治水漫画について

児童にこのまれている漫画の実態と，内容の分析。

「思想の科学」l−4P87〜92

学校図書館協議会編マンガばかり読む子の指導P30

漫画の本質についての研究と，漫画の理論的体票の組

〜69

立てを試みたもの。

読書問題児の指導明治図書出版昭33269P(小

石橋恒喜新聞漫画ブームの是非

学校読書指導実践講座5）

「新聞研究」36P18〜20

岡山，長野，栃木のある学校における子供の漫画読書

世界的な漫画ブームと日本の新聞漫画界の傾向をさぐ
り新聞漫画ブームの是非を論じている。文末に新聞界

実態調査の結果と，その指導法。

側の意見が掲載されている。

F漫画家論

伊藤逸平内外漫画の比較研究一第4回公開研究会の
雁香忠留当世漫画論

記録一

「美術手帖」34P28〜29

「読書科学」10P50〜60

漫画を美学的，本質的な方面よりながめ漫画論の価値
基準を定め，その尺度で近藤日出造，清水毘，那須良
輔等数人の主要な現代日本漫画家を論じている。

現代漫画の性格，世界の漫画の歴史，日本の漫画の歴
史，子どもの漫画等について。

伊藤逸平世相を映す鏡一時の流れと漫画の流れ−

池部釣漫画と人生

「文芸春秋」32−19P86〜88

「小説朝日」1−1P32〜35

伊藤整漫画に関する12章

漫画家の人間像と人生について。

「文芸春秋」32−19P9〜11

清水崖アメリカの漫画家たちP39〜43

菅忠道戦後のマス・コミと児童漫画

続筆をかついで月は東に日は西に創元社昭27

「文学」19601月号P23〜30

228P

日本の児童漫画の変遷と現状の問題点及び児童文化の

アメリカの5人の漫画家アブナー・デイーン，ピータ
ー･ｱﾙｸ,ぜｰﾑｽ･サーパー,ｽﾀｲﾝべﾙダ,

状況を述べている。

菅忠道戦後のマス・コミと児童漫画

コービンとの会見を軽く描いたもの。

「文学」19602月号P53〜64

須山計一現代漫画家論

加藤悦郎ブロンデイ・ペ子ちゃん・サザエさん−連

「BBBB」2P46〜48

､
、

載漫画についての寸感一

横山泰三他世界の漫画（対談）
「芸術新制6−11

「なにを読むべきか」2−1P44〜46

国分一太郎教育的読書一流行マンガをえぐる−P

10人海外の漫画家を中心とした対談｡スタインベルグ，
サーバー〆スティーグ，パーチイ，コバルスキー，シ

289〜297

文学と教師・文学と教師未来社昭32340P

ール，フランソワ，ペイネ，エッフェル，アダムス。
G漫画評論

「黄金バット」の分析を具体例とした漫画評論◎
黒田武郎漫画に対する楽観と悲観
「6．3教室」5−4P36〜38

相沢孝利他戦争マンガの内容分析

良い漫画悪い漫画とはどんな漫画か，美術批評家とし

「読書科学」10P18〜21
25Z

ての立場で述べている。
−59−

読書科学（V、4）
田河水泡児童漫画論

松島栄一新聞漫画論一ポンチ画から漫画へ一

「教育社会」4−1P11〜13

「展望」66P83〜89

児童漫画は教育の範ちゅうのものではそく，子供の始
業の領域のものである等，漫画家の立場で児童漫画を

宮崎孝一他漫画の内容と問題をさぐる
「新しい学校」7−56P42〜72

論じている。

次の内容にもとづいて行なわれた7名の共同研究。1．

漫画を問題とするに際して，aやり玉にあげられる漫
画b漫画に対する非難とはc漫画と呼ばれるもの

多田道太郎マンガの思想性
「群像」11−4P188〜192

寺

の種類2．腕力物の内容と問題3．時代講談調漫

漫画とはある思想を大きくおしあらわしたものである

画における現代的解釈4．密林物のモラルとセンス

べきだ。しかるに日本の漫画は程よい思想のため本来
の意を失っているとして，日本の漫画家の思想を批判

5．科学冒険物の混乱と矛盾6．メロ漫画の甘さと

砥

している。

反逆性

堤寒三漫画とジャーナリズム

中原佑介日本のマンガ一ナンセンス作家一

「政界往来」20−10P174〜182

「みづえ」639P31〜41

扇谷正造戦後派漫画論P207〜217

現代のマス・コミ一週刊朝日編集長の覚書一春

来日した英国の漫画家デビット・ロー氏のことより話
をすすめ，現在ジャーナリズムをにぎわしている漫画

（主として政治漫画）及び漫画家に言及し，批判した

陽堂昭32217P

大田耕士子どもの視覚的感動をどう見るか−漫画，

もの。

テレビ，映画一
H 雑

「教師の友」70号P26〜31

荒瀬豊物語マンガと現代新聞

大内茂男漫画フアンの分析

「新聞学評論」5P123〜148

「児童心理」8−8P762〜771
「コミュニケーション研究」に収録されているウルフ

とフィスクによる研究論文の内容紹介。
S、V・C戦後派漫画論−新しい笑腺について一
「文芸春秋」33−6P39〜42

調刺漫画，物語漫画の歴史，現代のアメリカの新聞に
掲載されている物語漫画の分類。日本の新聞に連載さ
れている物語漫画をアメリカのそれと対比して考察。
1954年5月から一年間，三大全国紙に掲載された六つ

サブタイトルに「新しい笑腺について」とあるように

の物語漫画から政治問題を取扱ったものを集め，分析

特に戦後の漫画の人をひきつける秘訣を漫画を描く方

し，日本の物語漫画のもつ性格をさぐっている。

花森安治漫画以上のもの一漫画家諸家の奮起を望

の立場から論じている。

阪本一郎漫画「赤胴鈴之助」論（1）

む一

「文芸春秋」32−19P121〜123

「読書科学」15P15〜20

昭昭32〜33年頃子供の人気を博した漫画赤胴鈴之助に

漫画を通じての一種の社会時評。

羽仁進ミッキイマウス君とマグウ氏

ついて分析研究している。

「図書」54P20〜21

阪本一郎漫画「赤胴鈴之助」論（2）

長谷川劉あるポンチ絵の話

「読書科学」16P25〜30

「刑政」62−10P74〜75

坂西志保ブロンデイとサザエさん

塾

波多野完治他6名漫画をどうあつかうか

「展望」68P35〜36

女性に対する見解の相違がブロンデイとサザエさんの
相違であると述べている。

坂西志保漫画的なもの

'

「生活学校」3−4P21〜34

漫画ブロンデイとサザエさんを比較したもの。東西の

漫画はなぜはんらんするか，アメリカにおける漫画の
問題,漫画が喜ばれる理由等14項目にわけての座談会。
福田豊四郎・今泉篤男ディズニーの漫画映画をみて
「美術手帖」40P37〜39

「言語生活」50P14〜17

筆者が考え希望している漫画の本質と対比しながらジ

ディズニーの漫画映画をみての感想を内容，形，色，

ャーナリズムに現われた漫画を批判している。

音楽等の面にふれて対談でのべている。
−60−
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飯沢匡日本の調刺画

漫画家，秋好馨と，漫画自由人クラブの同人を紹介し

「芸術新潮」7−12P138〜141

ている。

国立近代美術館で行なわれた「調刺画展」の印象記。

那須良輔漫画1955年史

池島信平・扇谷正造・横山隆一漫画岡目八目
「小説公園」6−3P110〜120

「中央公論」70−12P145〜151
根本進まんがについて

横山氏をゲストに3氏の鼎談。漫画界総ざらい，漫画
ダ

「初等新育資料」98号P12〜13

界の来し方，行く末，その他雑誌の事について。

筆者の漫画遍歴と，漫画家としての立場から自己を語

乾孝冒険マンガ

り，漫画について語る。

「読書相談」2−6P24〜25
、

荻原賢次・加藤芳郎・西川辰美俺たちは殺される

最近の冒険漫画について。広義の冒険漫画を分解し，
この様な漫画が流行をきわめているのは，どういう事

「文芸春秋」34−2P222〜229

漫画家の放談。デビュー時代，ネタ等，日頃の自分達

を意味するか述べている。

の生活を開けっぱなしで話している。

伊藤逸平漫画談義

斎藤豊節漫画の翻訳

「美術手帖」69号P22〜23

「学燈」49−12P35〜36

日本の政治漫画について。

漫画の翻訳に関して著者の経験をのべた随筆。

伊藤逸平新聞の漫画

佐々木繁子どもマンガ作家の、A子ども観〃−低級

「美術手帖」106号P41〜43

な紙芝居作家と変りない−

新聞漫画の形式，政治漫画家の批評◎

「カリキュラム」101号P14〜16

片川登美子他漫画本をめぐるディスカッション

現在流行している子供漫画を三つに大別し，それぞれ

「本の本」101号

に簡単な説明を加え，次に田中正雄の作品を例にとり

菊地章一漫画について

あげ，漫画家が，いかなる子供観をもっているか検討

「美術批評」43号P36〜44

している。

漫画をその思想，美術的見地，描画技術の観点からみ

サトウ・ハチロー漫画の功罪

たもので，多数作家の作品について批評している。
木村敏夫漫画をどうする

「出版ニュース」1950.2．上旬号P1
須山計一漫画P270〜271

「新しい教材」4−11

世界大百科事典27平凡社昭33

児島喜久雄キャリカチューア

漫画本来の意味，起源，歴史的なことを述べている。

「女性改造」5−4P29〜33

四方享マンガ問答

近藤日出造他5名漫画家の世界

「学校図書館」10−8P21〜22

「婦人公論」37−3P162〜171

良い漫画，悪い漫画のけじめをどこにおくか，漫画は

漫画家の世界の内幕についての放談。

みるものか，読むものか等，漫画に関して種左の面か

近藤日出造・清水晶・中島健蔵漫画時代

ら問答式に述べている。

「読書評論」2−6P110〜126

杉浦幸雄風俗漫画にアグラをかいて−街に出られぬ

宮尾しげを．那須良輔・塩田英二郎漫画をめぐって
、

｡d

k
2

なや象一

「言語生活」50P2〜13

「文芸春秋」34−6P320〜323

漫画ブーム，漫画の起こり，外国漫画との相異等，漫
画の諸問題をめぐっての座談会。
森比呂志漫画五人男

風俗漫画で賞をうけた著者の喜びと抱負を述べてい
る。

鈴木文史朗漫画は世界の言葉

「人物往来」1−4P70〜74

「文芸春秋」28−6P58〜64

近藤日出造，清水皇，横山隆一，杉浦幸雄について，
現役陣の真打ちと云う眼目であれこれ書いている。
森比呂志漫画家野党の人を

5

3

て。

出版ニュース社編漫画横丁を往く
「出版ニュース」1950.2．上旬号P4〜6

「人物往来」1−8P134〜136
2

現代の漫画論，国内，国外の政治漫画，漫画家につい

−

厘
−61−

読書科学（V、4）

与田準一漫画，絵物語について

戦後の児童漫画，漫画自由人，児童漫画に期待するも
の等 漫画を主題にした漫画家，評論家のおしゃべ

「6．3教室」3−6P56〜57

手紙の形式で，漫画，絵物語について述べている。

り
。

田河水泡のらくろ始末記−我等が少年時代の夢，の

横山隆一漫画問答
「岩波図書」50号

らくろの誕生と退場一

「文芸春秋」32−19P68〜72

あとがき

番

漫画「のらくろ」にまつわる作者自身の述'懐。

関戸，高野，南条3君の努力によるこの「漫画に関す
る文献目録」はもともと同君たちが昭和33年3月，文部

玉川一郎私の漫画家交友録
「人物往来」1−11P22〜29

東京都立教育研究所研究部漫画の内容分析と，その社
会的批判P101〜120,P189〜195

児童読物の研究一児童雑誌の内容とその世論につ
いての分析一東京都立教育研究所昭30199P

省図書館職員養成所卒業の際卒業論文として提出された
ものを，学校当局の許可を得て増補の上発表してもらっ

6

たものである。

さいしょこの作品を見た私は漫画に関する文献をかな

り広範囲に調査し，かつ現物を1つ1つ照合して書誌的
データーと共に簡単な解題が付せられている点から，世

土岐直彦漫画からみた大正，昭和の世相
「社会科歴史」2−2P20〜24

に公表すれば漫画に関心をもつ人為に役立つのではない

堤寒三政治漫画の一こま

かと考えていた。

「新文明」1−1P56〜57

幸い今回文部省図書館職員養成所当局の御好意，阪本
一郎先生の御尽力および3君の努力によって内容を新た

わだよしおみマンガ本や百科辞典など
「カリキュラム」101号P76〜77

親の立場で，漫画，先生，子供をくだけた随筆風に述

にして世に送り出し得たのでその経過を明らかにし，あ

べている。

とがきとする次第である。（昭和36年2月北島武彦）

人云

報
1会員獲得の件

常任理事会（4月26日）

イ理事に協力を求める。

報告

1文部省中等教育局で，読書科学バックナンバーを

ロ読書科学バックナンバーを他誌と交換してPR
する。

買い上げ，関係団体へ配布した。

2本年度大会の件

2読書科学は17号より学会の責任製作となった。

18号はマンガ特集とし6月末刊行予定。19号（6巻
1号）から，書店を通じての予約購読ができなくな
り，全て学会から直接購読することになる。

8月初句に伊勢丹で開くことに内定。研究発表会と

読書指導講習会を兼ねる。詳細は阪本・深川理事に
一任。
以 上
き§善鰯

335年度の文部省総合研究報告書を提出した。
審議

息

読書
○印は原著，＊ 印は資料
総論
○読書過程の分析
読書心理部会共同研究

科学第5巻総目次
〔通巻ページ〕○最適の活字を考える基準について
日本読書学会第7回特別委員会83

○読書による青少年の態度の変容の実験的研究
1日本読書学会第4特別委員会第2

− 6 2 − 2 5 型

研究部会

130

読書能力・興味

○読解過程の実験的研究一主として脳波に

○非行少年の読書能力〔I〕渡辺正亥21

ついて−日本読書学会第4特別委員会第

〃

1研究会

146

○子どもマンガ史

193

〃
〔Ⅱ〕 1

0

1

○文章の理解しやすさに関する研究Ⅱ
上野英夫72

○英語学習の心理学的研究永沢幸七114
g

』

⑥

読書活動

指導技術

○マスコミ時代における読書教育

○低学年児の読書反応の実態一現場指導を通

第3回研究大会記録42
？

しての一考察一水野寿美子161

○家庭婦人の読書成熟度とコミュニケーション

○読書感想文の評価法望月久貴154

行 動 宗 俊 司 6 5

読書・紹介

○学童の生活に及ぼすマス・メディアの影響

＊読解指導の原理と方法（沖山光著）

東京都教育委員会

望月久貴54

学校図書館専門委員会

175

○赤胴鈴之助論〔I〕阪本一郎
〃
〔Ⅱ〕

〃

５
１９
８９
２

読書材料

○幼稚園児における絵本の実態松本武
○マンガと子供についての一考察
○少年漫画の一断層

岡田文男

95

阪本一郎

228

9

《
1
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16

255

−−63−．

＊読書科学の参考文献55

＊ 読 書 時 潮 6 2 ． 1 2 6

＊小・中・高校生の愛読書百選阪本一郎120
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＊子どもと文学（石井桃子他）

126

＊漫画に関する文献目録
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昭和35年度全国学校図書館協議会推せん図書

ザルテン動物文学全集
全7巻完成

：１熱／蕊ｒ︑

<呈内容見本＞

1子じかパンピ￥300 2小りすペリー￥3003小ねこジピー￥250
4白馬フローリアン￥300 4名犬レンニー￥3006十五匹のうさぎ￥300
各巻合判総布装箱入さし絵入り
7パンピの子供たち￥350
ワ

学校図書館版特選図書一

キュリー夫人伝E･キュリー署￥35o

わが生活と思想よりシニウアイツアー箸￥300
人間はみな兄弟サイモン箸￥300
チボー家のジヤツクデュ・がｰﾙ作￥360

にんじんルナール作￥280

狭き門ジード作￥30O

若きヴェルテルの悩みケーテ作￥300

スヒ蕊
全12巻国松孝二編既刊8冊
1アルプスの少女21まくたちの仲間
3ふしぎな城4山の上の笛

5 小 さ な 友 情 8 母 の 歌

9学校に行くコルネリ11白い小犬
各巻合別総布装箱入さし絵入り￥350

マルチン<んの旅尭リンザー作￥30O
パスカル冥想録由木康訳￥380

フアーブル昆虫記平岡昇訳￥360

東京神田小川町3
振替東京33228

白 水 社

く

東京都文京区小日向水道町六

追 沿 寸 害 劫 計 、
亜ノタLII諺

削ス樋

ｊ
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