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歌舞伎背景画家の仕事――「小貫春陽関係資料」から――

児玉竜一

歌舞伎の舞台美術については、必ずしも多くの研究がなされているわけではない。

そもそも「舞台美術家」として、職掌が独立するのが近代以降のことであり、番付や筋

書などに名前が明記されるようになるのは、大正期以降のことと思われる。それ以前の舞

台美術制作については、狂言作者が台本を書くと同時に、道具についても大まかな指定を

おこない、大道具師がそれに基づいて立体化を果たしていったであろうことは推測される

が、詳細はまだ明らかにされていないところが多いと言わざるを得ない。

近代以降の舞台美術の展開については、つとに田中良や小村雪岱らの自身の仕事への言

及があり、歌舞伎に限らず近代演劇全般の舞台美術について伊藤熹朔の著作があり、大道

具師の出身としては釘町久磨次も『歌舞伎大道具師』を残している。これらより早く明治

年間に活躍した高橋勝蔵、山本芳翠らの活動については、坂本麻衣氏が論考を重ねている

（注１ 。）

だが、これらの記述からもほとんど洩れた領域が、実際に背景画を制作する職掌につい

てである。田中良にせよ、小村雪岱にせよ、舞台美術家として名を知られる存在は、いわ

ば設計者であって、道具帳を書くことはあっても、実際に背景画に筆をおろすわけではな

い。実際に背景画を制作するのは「背景画家」と呼ばれる職掌であるが、この背景画家に

ついては、従来、資料の乏しさのゆえにほとんど言及することが不可能であった。わずか

に、伊藤熹朔『舞台美術の三十年』が「劇場画家」の項目を設けているのが目につくだけ

であった（注２ 。）

この「劇場画家」の項において伊藤熹朔が、劇場画家の系譜として大きく取り上げてい

るのが、小貫春陽の代々である。

勝川春陽は勝川春章の弟子春英のその又弟子で本名を小貫弥太郎といった。武家の

出で浮世絵画家であったが、その時代の何代目かの長谷川の頼みに応じて芝居の絵を

描いた （略）時代は天明年間である （略）二代目を小貫春次郎といい父の号を継。 。

いで春陽を号とした。この人も浮世絵画家と芝居の仕事の二筋道を歩いた。

専門的に劇場画家になったのは、三代目春陽で本名を清太郎といった。天分と時期

を得て今日の劇場画家の土台を築いた。現在盛んに活動されている劇場画家はすべて

この人の流れを汲んでいる。すなわち小貫正次郎氏は三代目の子息で四代目春陽を継

いでいる。沼井春信、間宮秋陽の同氏はその弟子である （ ～ 頁）。 71 72

この記述を受ける形で 背景画家・小貫春陽の系譜 を記すのが 日本俳優協会編に 歌「 」 、 『

舞伎の舞台技術と技術者たち （注３）の「舞台美術」の項である。』

勝川派の浮世絵師であった初代と二代目が、大道具長谷川と手を組んで、今日に伝わ

る江戸歌舞伎の舞台背景画の画風を作り上げたといわれる。三代目は明治期に大道具

長谷川の絵師として帝国劇場の背景画を担当。四代目は大正から昭和三十年ごろまで

同じく長谷川大道具の絵師として背景画製作にあたった。そのかたわら道具帳もひい

たらしく、昭和初期の記録にはその名が見られ、四代目春陽は引いたと思われる道具

帳が、現在も歌舞伎座に残っている。



- 2 -

以上のように、小貫春陽家が、劇場画家の歴史のなかで大きな位置を占めることは確認

できるが、小貫春陽家については右の引用が、これまでに知られるほとんどすべてであっ

た 初代 二代はもちろんのこと 近年の三代 四代の生没年さえわからない状態で 歌。 、 、 、 、『

舞伎の舞台技術と技術者たち』が 「小貫春陽に関する詳しい資料はほとんど残されてい、

ない」と明言する通りの状況であった。

したがって、このたび古書店目録上で出現し、演劇博物館に購入のはこびとなった「小

貫春陽関係資料 （注４）と暫定的に名づける資料群は、きわめて重要なものであるとい」

えよう。

「小貫春陽関係資料」は、小貫春陽の四代目、小貫正次郎が遺した日記やメモ、道具帳

の写し、スケッチなどを含んでいるが、それは単に四代目小貫春陽の活動を知る上のみな

、 、 。 、らず 背景画家の職掌を知る上でも 資料的価値はきわめて高い その膨大な量のために

詳細な調査・研究は端緒についたばかりであるが、報告の手始めとして、従来まったく知

られることのなかった小貫春陽家と、背景画家の職掌分担などについて、以下、記すこと

にする。

小貫春陽の代々

「小貫春陽関係資料」のなかに、五代目小貫春陽こと小貫八郎の略歴を記した紙片が残

されていた。昭和二十五年より横浜市立港北小学校に勤務した旨が記載されていたため、

そこから辿って、妹にあたられる大久保文代氏にお目にかかることができた（注５ 。）

以下に記す小貫家の系図ならびに生没年その他は、大久保文代氏のご教示によるもので

ある。同氏には、ご自宅のある過去帳（近年に写し直されたものとうかがった）の閲覧も

お許しいただいた。以下で「過去帳」とするのは、これを指すが、残念ながら命日の年月

の記載がないので、初代、二代目については、いまだ生没年を明らかにできない。

○初代勝川春陽こと 小貫弥太郎

生没年未詳。命日が一日、享年四十八ということだけ、過去帳で確認できる。

勝川春章門下の春英の弟子であるというが、作例を見いだせていない。飯島虚心『浮世

絵師総覧』に「勝川春英門人 「文政」として 「春陽」の名が掲げられ、これを渡辺庄」 、

三郎『浮世絵師伝 『原色浮世絵大百科事典』二巻も踏襲する。』、

過去帳によれば戒名は「宗吾春陽信士 。この勝川春陽を、小貫春陽の初代として数え」

ている。

○二代目小貫春陽こと 小貫春次郎

生没年未詳。命日が二十九日ということだけ、過去帳から確認できる。

。 。 「 」。初代春陽こと小貫弥太郎の長男 浮世絵師であったと伝える 戒名は 開宣院是教信士

○三代目小貫春陽こと 小貫清太郎

嘉永六年～大正七年三月二十七日没（六十四歳 。）

この三代目からが背景画家として専従したようで、弟子に沼井春信、間宮秋陽がある。

戒名は「本成院日清信士 。正確な没年月日が、今回はじめて判明した。」
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○四代目小貫春陽こと 小貫正次郎

明治二十五年～昭和二十七年十一月二十五日没（六十一歳）

三代目小貫春陽こと小貫清太郎の三男。本所に生まれ、父の跡を継いで歌舞伎背景画家

として働いた 「小貫春陽資料」によって明らかになった仕事などについては後述する。。

昭和二十年、山梨の疎開先で妻が赤痢のため病没、昭和二十六年の歌舞伎座復興ととも

に歌舞伎座に復帰した。昭和二十七年五月興行の仕事を最後として、六月二十五日に手術

によって左腕を切断するも、十一月二十五日に没した。戒名は「大徳院春陽日正信士 。」

○五代目小貫春陽こと 小貫八郎

昭和二年～平成八年八月十九日没（六十九歳）

四代目小貫春陽こと小貫正次郎の六男。立教高校から昭和二十年、東京美術学校の日本

画科に進み、日本画を修めた。美術学校卒業後、背景画の世界には父の弟子たちがすでに

大勢いるため、その道は避けて、横浜市立港北小学校に美術教師として勤務した。章ｗ吾

、 。 、三十九年からは横浜市立東台小学校に移り 五十五歳の定年を迎えるまで奉職 定年後は

勝川絵画教室として自宅で絵を教えるほか、横浜元町の社会保健センターで絵画教室を持

っていたという。戒名は「春陽院栄耀日現信士 。」

終生独身であった八郎の没後、同居していた妹の大久保文代氏が引っ越される際に流出

、 「 」 。したのが 八郎が保存していた 小貫春陽関係資料 と仮に名づける資料群であるようだ

引っ越し業者が骨董商を連れてきたとのことで、その方面から古本業者の市へ流れたもの

と推測される。目録に掲載した古書店は市で購入したとのことで、市に出品した荷主につ

いては記憶がなかった。

また、大久保文代氏のご教示により、小貫家の菩提寺が西日暮里の修性院であることも

わかった 修性院は 谷中七福神のひとつである布袋尊で知られ 花見寺と通称される 荒。 、 、 （

川区西日暮里三丁目七番十二号 。）

小貫家の墓は、寺門を入ってすぐ左側にあり 「小貫」とある台座に鎮座するお地蔵さ、

まに「元禄八歳正月廿七日」とみえるので、おそらく修性院でも最も古い檀家のひとつと

想像される。ただし、墓石自体は、大正九年四月に建立したもので、それ以前の墓誌につ

いては目下のところ不明である。

（右側面） 真善院法栄童子 大正九年七月二十日（正次郎次男・雅也）

久成院妙喜信女 昭和二十年八月三十一日（正次郎妻・きく）

大徳院春陽日正信士 昭和二十七年十一月二十五日（四代目正次郎）

（正面） 先祖代々之墓

（左側面） 本常院妙住信女 明治二十七年三月二十八日（清太郎妻・もと）

本教院妙證信女 明治三十年九月三十日（清太郎妻・さく）

本成院日清信士 大正七年三月二十日（三代目清太郎）

清光院妙成信女 大正十年三月八日（清太郎妻・つる）

本光院妙清信女 大正十年四月十二日（清太郎四女・喜美子）
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正善日良童子 大正八年七月十日（正次郎長男・章太郎）

（背面） 大正九年四月建之

（ ）内は、過去帳と照らし合わせた結果、判明したところである。これ以前の小貫家

の方々については、修性院に問い合わせたが、戦災を被った同寺ではすぐには調べがつか

ないとのことで、これは後考を期したい。

背景画家の仕事

「小貫春陽関係資料」は、四代目の正次郎が遺したものを中心としているが、そのなか

に四代目の出勤年表がある。それによれば、四代目正次郎の初仕事は、明治四十一年四月

歌舞伎座で 「春霞空住吉（かっぽれ 」の背景を描いたようである。、 ）

その後、宮戸座の新派、東京座、歌舞伎座、明治座、市村座と、諸座を渡り歩いて修業

をしているようである。こうした興行ごとに背景画家が移動する実態は、まったく知られ

ていなかったわけだが、時には同じ月に複数の劇場を掛け持ちすることもあったことも明

らかになった。大正末年までの出勤年表を参考までに掲げておく（表１ 。）

さらに、筆まめな四代目正次郎は、背景画家という仕事についての文章をいくつか残し

ており、その草稿が「小貫春陽関係資料」に含まれている（注６ 。）

そこに記される内容が、端的な背景画家の仕事の解説となっているので、これを紹介し

て、解説を加えることとしたい（用字は、原則として通行の字体に直す 。）

○「背景描き商売 （資料番号 ）」 29723-02

およそ何の商売でも、年季を入れるとなると決してなまやさしいものではないのだ

が、背景描きも、たかが芝居のと軽く見ても、それが画の仕事である限り、矢つ張り

一つの芸術なのだから、決してそう簡単にいけるものでもないのである。

ことに芝居の背景描きのむづかしい点は、画が巧いといふだけでなく、芝居がよく

わからなければいけないことで、その両方の修業のその何れをもおろそかには出来な

いことである。

背景描きの修業の道には大体二つあつて、一つは師匠の手許で勉強する、つまり昔

からの内弟子式と、もう一つは日本画なり油画なりの心得があつて、背景の制作の手

伝ひをしながら覚へるといふ行き方で、その何れにも長所短所はあつてどちらがいゝ

とも悪いともいへないが、ただ、前者は初めから先輩などにいぢめられるので一応の

技術は身につけることが出来るが、後者はうつかりすると、塗り込みも満足に出来な

いで終る場合もあるかもしれない。しかも後者の方が理想は高い。それだけに将来の

期待はこの方に持てるのかもしれない。かもしれないといふことは、この方は未だ歳

月が短いのでそのしるしが見られないからであるが、ただ一つはつきりいへるのは、

実技と理想の一致といふこともなかなか難しいといふことである。

内弟子の方は一応の技術は身につけることが出来ると前に述べたが、内弟子でも手

、 、 、伝ひでも芝居をよく理解するといふことは なかなか容易なことではないらしく 三

四年やつてゐても長唄と常磐津の区別さへわからないものもゐる。尤も若い人が歌舞

伎へはいることはなかなか難かしく、興味の持てないのは仕方がないが、新派やその
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他の芝居にも大して興味を感じないやうなのもまれにはある。そういふのでも、決し

て仕事に不勉強なのではないが、それだけ特殊な世界だからだと思ふ。

内弟子からあがつたものは商売といふ気持が身についてをゐるので、それだけ責任

感念は強いが、同寺に仕事に積極性は乏しい。手伝ひの人にもよるが商売といふ観念

には乏しくそこに欠点はあるが、それだけ芸術家気質は多分に持つてゐるので、これ

からの新しい仕事にはこの方はよさそうには思ふが、問題はそこまでいけるかどうか

ということである。

要するに何れにしても一生続ける筈の画描きであり、商売には違ひないのだから、

そのつもりで勉強したいものである。

ここに内弟子ということが出てくるが、先に言うとおり、三代目春陽（清太郎）の弟子

として、沼井春信、間宮秋陽の二人が知られている。

四代目春陽（正次郎）の周辺にいた画家の名前については 「小貫春陽関係資料」に含、

まれる舞台写真の裏に記された職掌分担メモから、一部を知ることができた。戦前に発売

されていた絵はがきに、舞台実写の写真が含まれることは既に知られている（注７ 。百）

七十五枚の舞台実写の絵はがきは、舞台装置の記録として蒐集されたものと思われるが、

その裏に記された画家は、以下の通りである。

石川初雄、井上勝次郎、小川純一、小林眞郷、菅野正次、高村草雨、高村草樹、田中

重治、長野宗左衛門、細谷春邦、間宮秋陽、丸山修一

いずれも、これまで知られることのなかった氏名である。これに、大久保文代氏がご教示

くださった四代目春陽（正次郎）の弟子たちが多く含まれている。ご教示いただいた四代

目春陽の弟子とは、以下の通りであり、前記メモに記された略称を補うことができる。

細谷政雄、小川純一、小林重資、石川初雄、井上勝次郎、高村草樹、丸山某、菅野正

次郎、大柴健、長野宗左衛門、阿川仰左雄、田中重治、熊野隆治、村山某

この内、高村草樹、長野宗左衛門は日本画家として立ち、田中重治は洋画家となったとい

う。先の文章にある「日本画なり油画なりの心得があつて」というフレキシビリティとい

おうか、修業経路の雑多さがはからずも現れているのかもしれない。

道具帳について

さらに、背景画制作のもととなる道具帳について、四代目春陽の草稿を引く。ただし長

文のため、前後を省略する。

○「純歌舞伎劇の背景画いろいろ （資料番号 ）」 29723-04

（ ） 。前略 実は純歌舞伎劇には今でも舞台装置者といふようなはつきりしたものはない

、 、昔はどうしたかといふに 狂言方が半紙一枚か一枚半に墨一色でかいただけのもので

それを目安にして俳優と制作者が詰合ひ、工風しあつて製作する、そうした結果で今

のような舞台装置が生れたのである。

この狂言方の道具帳の色が塗られるようになつたのはいつ頃からか。明治の末頃か

ら松岡映丘先生や久保田米斎先生によつて彩色した道具帳が出来るようになつたが、

それは歌右衛門上演の新作物の場合であつて、そしてそれにはまだ舞台装置といふよ
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うな名称はなかつた。

大正半ば以後になつて新作物が盛んに上演されるようになり、装置者にも専門家が

出てさて舞台装置といふ名称とともに道具帳は現在のような完全なものとなつてきた

が、純歌舞伎の道具帳は、大正の末期狂言方の竹柴楪三がかくようになつて色をつけ

るようになつた。竹柴楪三は後の数馬英一氏である。

併し楪三氏の道具帳に色が塗られるようになつたといつても、それは実質的には昔

の目安をあまり出ないものであつて、例へば、壁の色はこの通りに、背景の色や構図

。 、を道具帳通りにといふほどのものではなかつた そこで製作者は昔からの仕きたりや

その時々に工風して造り、また描いてゐたことは前とあまり変りはないのであつた。

楪三氏の道具帳はそのように不十分なものではあつたが、併し同じ狂言方を父に持

ち、若い時から歌舞伎の中で育つた人なので、よくその道に精通して、大体にあやま

りなく純歌舞伎の舞台を現在のように進歩させたが、氏が亡られた現在純歌舞伎に精

通した道具帳をかく人はまつたくなくなつた。そこでこれからは純歌舞伎にも若い装

置家が出てくるようになると思ふが、そこに歌舞伎の進歩もあればまだあぶなさもあ

ると思ふ。

併しである。純歌舞伎以外の舞台装置何某と肩書のある完全な道具帳でも、それを

製作する背景描きの技倆が拙なければ矢つ張りいいものは出来ない。たゞ道具帳を良

心的に真面目にその通り模してもそれだけでは駄目なことは、一つ道具帳によつて製

作されても製作者が違ふと出来たものにも相違のあることでしれると思ふ。比較的今

の人はやりいゝ筈の写実のものでもそうなのである。まして特殊な味を要求する純歌

舞伎の背景にはまたそれだけの用意が製作者になければ難かしいといへよう。

昔から一つことのくり返しのような純歌舞伎でも、時代と共に進み、また俳優によ

つて変化してゐるのであつて、まして演技ほどはつきりした型を持たない背景の画は

勿論昔とは変つてきてゐる。私は純歌舞伎の背景といへども昔のまゝではなくてはと

は考へてゐない。明治時代には明治時代の、大正には大正の、また昭和には昭和時代

。 、の背景が出来ていゝと思つてゐる 勿論その場合歌舞伎の味を離れたものでは困るが

そこに演劇の永遠性があるのである。これから歌舞伎の背景を描こうと思ふ人は昔か

らの歌舞伎をよく勉強して、また新しく進んでほしい （後略）。

背景の画風の変遷にも触れながら「演劇の永遠性」といった言葉に集約される、現場か

らみた歌舞伎の伝承原論ともいうべきものであるが、なにより道具帳をめぐる年代記的叙

述や、五代目中村歌右衛門の新作に限って道具帳が描かれた年代の存在など、まことに他

に類をみない証言といっていい。

これによって、図録『五代目中村歌右衛門展 （注８）の十九頁にも掲載した 「久保』 、

田米斎原画・竹柴楪三画『沓手鳥孤城落月』舞台装置図 （資料番号 ）を閲すれば、」 607

なるほどこのまま製作できるものでなく、あくまで目安の段階にとどまる道具帳とはいか

なるものであるかを、きわめて具体的に実感することができる。

こうした道具帳の変遷と、背景画家との関わりについては、他に冊子体のノート（資料

番号 ）に残されている草稿にも触れるところがある。右を補う意味で 「背景描29728-10 、

きの幸福是非 （昭和九年）なる文章から当該部分を抜き出してみる。」
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其頃は今のやうに○○舞台装置とはつきり肩書きをつけるやうなものはあまりなか

つた。村田丹陵、松岡映丘、久保田米僊、同米斎氏等が折々其仕事をされてゐたがそ

れは舞台考證といふ名目であって、今のやうに背景の画などにはあまりやかましくな

かつたので、背景描きは其の道具帳によらず仕勝手のいゝやうに描いてゐた。

また其頃は写実の画を一般に喜んだ。何んでも真実らしく、建物は浮いて見えると

いふことを喜んだ。それが新作物はもとより、時代物でも黙阿弥物でもすべて写実に

描いて、それで俳優も、劇場関係の人も、又見物も喜んだ。

背景描きも写実ほど楽なものはない、殊に夜の場面など当時未だ珍しかつた青色の

電気によつて見物が喜ぶので、背景描きは誰も好んで描きたがつた。新皿屋鋪の奥庭

弁天堂の背景を沼井氏がまるで新派の芝居のやうな画を描いて、それで駄目もなく、

かへつて喜ばれたのだから、全く世話はなかつた。

新派の方も福井野紅氏、太田雅光君あたりが道具帳を描いてゐたうちは矢つ張り自

由だつた。つまり一般の人が見ていゝと思ふ舞台が出来ればそれでよかつたのであつ

た。背景描きは自由に腕を振へた。それで其頃の方が今より気の利いた舞台が多かつ

たやうに思へた。

今の装置家は以前と違ふ、文字通り考證でなく装置家であり又商売人になつた。道

具帳も以前のやうな参考程度でなくなつた。小村雪岱さんのそれなどは久保田さんな

どゝ違つて背景が道具帳通りに描けるほど道具帳が完全なものとなつた。自然それに

忠実なものが出来るやうになると、誰れも彼も、己れの道具帳の出鱈目もわからない

で、それと違つて出来ると駄目を出す、直さないと機嫌が悪い。

新派の方も同じである。今背景描きが自由に描けるのは数馬英一氏描くところの旧

いものだけである。が、昔と違つて旧劇に写実の背景は許されない。これではまるで

背景描きは自由を束縛されてしまつたことになる。

背景描きの立場は昔よりよくなつて、仕事の上では昔の方がはるかに自由で幸福で

あつた。

勿論其ことの好し悪しは別である。

こうした道具帳の変遷と、それを立体化する背景画家の立場と、年代によって推移する

画風の好尚、背景画家の裁量と、いずれも従来説かれたことのない主題であり、その点で

この小貫正次郎の草稿がきわめて貴重なものであることは論を俟たない。

しかも、前稿と併せてみれば、道具帳の確立した明治末年から、照明という職掌の入っ

てくる大正年間、そして小村雪岱（注９）らによる「完全な道具帳」が完備されるに至る

昭和期といった、大まかな見取り図がきわめて明瞭に看取されよう。現在残されている道

具帳をみても、その見取り図はおおむね想定されるが、背景画家の立場から出た発言であ

り、具体的な個人名を指しての見取り図であるところが興味深いといえる。

では、こうした束縛されるようになった時代の背景描きとして、四代目小貫春陽が後代

に残そうとしたものは、なにか、ということになる 『歌舞伎の舞台技術と技術者たち』。

が、歌舞伎座に四代目春陽の道具帳の残存（未確認である）をほのめかしているように、

道具帳そのものも書き残しているようである。大久保文代氏のご教示、また四代目春陽自
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身のおぼえがきによれば、たとえばフォービアン・バワーズのために「仮名手本忠臣蔵」

の道具帳一式を贈呈したことなどもあるという。

「小貫春陽関係資料」に含まれるのは、正式な道具帳ではなく、その写しとしてノート

に彩色を含めて写したものであったり、尺寸を書き込んだ道具の設計図や、襖や障子に記

す決まりものの字体や、装置の覚え書きに類するメモのたぐいである。膨大なそれらの覚

え書きは、伝承者としての自覚と責任をおのずから物語るもので、四代目春陽その人のみ

ならず、それ以降の世代の背景画家の問題と併せて考えるべき資料といえる。

いくたびか言及するように、この膨大な小貫春陽関係資料は、検証をはじめたところで

あるため、さらなる詳細は続稿にゆずることとして、以上までのところを資料出現の報告

としたい。

本稿で紹介するにあたっては、四代目小貫春陽（正次郎）の娘にあたられる大久保文代氏

のご教示がなによりも大きかった。その御学恩を明記して深甚の謝意を捧げたい。

（注１）坂本麻衣「山本芳翠と洋風背景の流行 （ 早稲田大学大学院文学研究科紀要（第」『

３分冊 』 「高橋勝蔵の舞台背景制作 （ 演劇研究』 号）など。） ）、 」『46 28

（注２）伊藤熹朔『舞台装置の三十年 （筑摩書房、昭和 年）』 30

（ ） 『 』（ 、 ）。注３ 日本俳優協会編集 歌舞伎の舞台技術と技術者たち 日本俳優協会 平成 年12

「舞台美術」の項目執筆は出穂英里子。

（注４）早稲田大学演劇博物館館報 号に、書影が掲載される予定。なお、資料の概要98

を示すために、同館報に掲載の資料紹介文を写しておく。

小貫春陽は、戦前から歌舞伎舞台美術の中枢を占める画家とされていたが、代数や詳

、 。 、 、細な経歴 生没年などが一切不明であった 今回 古書店の目録から購入した資料は

四代目小貫春陽（明治25～昭和27）と、その息子で歌舞伎舞台美術には関わらなかっ

たが同じく画家の五代目小貫春陽（昭和２～平成８）の遺品で、四代目の手による戦

前の日記、道具帳の写し、調査ノートなど、雑記帳の類を含めると、冊子のみで八十

四冊に及ぶ。

中でも戦前各劇場の大道具の着色スケッチや、背景画の細部に関する覚え書き、公演

や演目ごとの背景担当者を明らかにしたメモ書きなどは、他に類をみない情報の宝庫

で、舞台美術の研究においてはもちろん、復活上演の資料としても益するところが大

きいと思われる。

目下、幕内の専門家を交えながら調査を進めているが、資料の内に残されたメモか

らご遺族を捜しあてることができた（右の生没年はそのご教示による）ので、さらに

聞き取り調査を重ねる予定である

（注５）この経緯については、港北小学校の梶原憲司校長先生、東台小学校の小水優子校

長先生、元日本女子大学非常勤講師でもあられた山本要子先生に、大変お世話になった。

記して感謝申し上げたい。

（ ） 、 、注６ きれいに清書された完稿で いずれかに発表されたものとしてもおかしくないが

戦前を代表する演劇雑誌である『演芸画報 、木村錦花編集の『中央演劇 、数馬英一が』 』

編集に かかわっていた『歌舞伎若人』など、その種の原稿を載せる可能性を想定できる
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雑誌類には、今のところその掲載を確認できていないので、手もとの心おぼえか、として

おきたい。

（注７）拙稿「歌舞伎と写真・絵はがき・ブロマイド （東京文化財研究所芸能部研究報」

告書『近代歌舞伎の伝承に関する研究――近代歌舞伎と写真メディア・近代上方歌舞伎の

伝承 、平成 年）』 14

（ ） （ ）。注８ 筆者編集により早稲田大学演劇博物館刊行 展覧会初日は平成 年９月 日12 25

（注９）小村雪岱の道具帳は、埼玉県立美術館に所蔵されていることが知られる。早稲田

大学演劇博物館にも、取材メモと覚しいスケッチノートの類がある。


