
中国都市芸能研究
第十二輯

2013

中國城市戲曲研究

第十二輯

Journal of the Japan Association for
Chinese Urban Performing Arts

No.12, 2013

中国都市芸能研究会
中國城市戲曲研究會

Published by 
The Japan Association for Chinese Urban Performing Arts

ISSN 1347-6084



中国都市芸能研究　第十二輯

発行日：2014 年 2 月 28 日

編集：©中国都市芸能研究会（http://wagang.econ.hc.keio.ac.jp/~chengyan/）

デザイン・DTP：電脳瓦崗寨（http://wagang.econ.hc.keio.ac.jp/）

発行人：尾方敏裕

発行所：株式会社好文出版

	 〒 162-0041　東京都新宿区早稲田鶴巻町 540　林ビル 3F

	 TEL：03-5273-2739	 FAX：03-5273-2740

 ISSN 1347-6084



中国都市芸能研究　第十二輯

目　次

中国の影絵人形劇の改革とオブラスツォーフ

	 中國皮影戲的改革和奧布拉茲卓夫	…………………………………………山下　一夫 5

河北省檔案館所蔵影絵人形劇関係檔案について

	 河北省檔案館所藏皮影戲檔案資料	…………………………………………戸部　　健 23

皮影戯上演と即興性―皖南大影からの展望

	 皮影戲表演與即興性―以皖南大影為線索	 ………………………………千田　大介 39

雑誌『曲芸』総目録解題

	 《曲藝》雜誌總目錄解題	 ……………………………………………………氷上　　正 55

科学研究費補助金・基盤研究（B）

「近現代中国における伝統芸能の変容と地域社会」（代表：氷上正）研究成果報告会

「近現代中国の地域社会と芸能―皮影戯・京劇・説唱―」参加報告

	 科研項目〈現當代中國傳統戲曲之蛻變與區域社會〉研究報告會

	 〈現當代中國的區域社會與戲曲、曲藝―皮影戲、京劇、曲藝〉參加報告

	 	 	 …………………………………………………………………川　　浩二 91

『劇説』校注　附：訳注稿 (11) …………………………………………………………… 一

中文提要 …………………………………………………………………………………………… 4

執筆者紹介 ……………………………………………………………………………………… 95

中国都市芸能研究会 2012 年度活動記録 ……………………………………………… 96



4	 中国都市芸能研究　第十二輯

中文提要

中國皮影戲的改革和奧布拉茲卓夫	 山下 一夫

本文討論蘇聯木偶藝術家奧布拉茲卓夫對中國皮影戲改革給予的影響。1952 年奧布拉茲

桌夫訪華，各地木偶、皮影劇團均學習他的演出方法與內容。兒童皮影的開創作品《龜與鶴》，

是湖南軍區文工團從事皮影的團員根據奧布拉茲卓夫的木偶劇目《馴虎》和《兩隻貓》而作，

也就是說，1950 年代陸續出現的兒童皮影戲，是蘇聯木偶劇的影響之下成立的。

河北省檔案館所藏皮影戲檔案資料	 戶部　　健

本文介紹河北省檔案館收藏有關皮影戲的檔案資料共 32件，並探討其對中華人民共和國

時期皮影戲研究上的意義與作用。

皮影戲表演與即興性―以皖南大影為線索	 千田　大介

在安徽宣城流行的皮影戲——皖南大影，有特殊的演出方式——紀字頭。紀字頭是固定的

唱詞程式，藝人們拜師後把它牢記在腦子裡，演出時根據紀字頭臨時編出說白和唱詞。這種即

興性的演出方式，可能起源於弋陽腔的滾調或者早期板腔體戲曲，具有小說和觀眾之間的橋樑

作用。

《曲藝》雜誌總目錄解題	 冰上　　正

《曲藝》雜誌是全國唯一一家專門刊登說唱藝術相關文章的雜誌。它創刊於 1957 年 2月，

1966 年因“文化大革命”被迫停刊，1979 年復刊後，至今仍在繼續出版。每年刊載的內容

也反映著當時的政治情況和社會現象，主要內容有：傳統作品、創作作品、研究論文、作品評

論、藝人回顧、藝人訪談以及藝人評傳等。本目錄收錄範圍自 1957 年第 1期至 1966 年第 5

期為止，供對說唱藝術有興趣的學者、愛好者參考使用。
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中国の影絵人形劇の改革と
オブラスツォーフ

山下　一夫

1. はじめに

中国の影絵人形劇――皮影戯は、現在主に 2種類の演目が行

われている。1つは主に農村部で上演されている伝統演目であ

る。近年になって他劇種から移植されたものや、旧派武俠小説

から改編されたものもあるが、大多数は人民共和国成立前から

行われているもので、地域で伝統的に用いられている声腔に

よって上演するのが特徴である。もう 1つは都市部の旧国営劇

団にルーツを持つ、人民共和国成立後に作られた新作演目であ

る。一般的に伝統演目に比べて上演時間が短く、また西洋音楽

の影響を受けたメロディが用いられることが多い。現在でも都

市部の劇団では多くがこちらを上演している。

前稿では後者の新作演目の中から、黒竜江省木偶皮影芸術劇

院が行った神話劇『禿尾巴老李』を取り上げ、その成立と現在

の状況について考察を行った [1]。その際、同傾向の他の演目、

特にソ連のオブラスツォーフの影響で成立した演目について多

少触れながらも、詳しく述べることができなかった。しかしこ

の問題は新作演目の性質を考えるのに重要なだけでなく、今日

の中国の影絵人形劇のあり方を検討するのにも有益な材料であ

る。そこで本稿では、オブラスツォーフの訪中が中国の影絵人

形劇の改革に与えた影響について、新作演目成立のメルクマー

ルとなった作品『亀と鶴』の製作を中心に検討してみたいと思

う。

＊	 本稿は日本学術振興会科学研
究費補助金「近現代中国にお
ける伝統芸能の変容と地域社
会」（平成 22 ～ 25 年度、基盤研
究 (B)、課題番号：22320070、研究

代表者：氷上正）による成果の
一部である。

[1]	 拙稿「竜江皮影戯の成立と哈
爾浜児童芸術劇院」（『中国都
市芸能研究』第十一輯、2012 年、5

―22 頁）、および拙稿「黒竜
江省の影絵人形劇――その系
統と伝承」（氷上正・佐藤仁史・
太田出・千田大介・二階堂善弘・

戸部健・山下一夫・平林宣和『近

現代中国の芸能と社会』、好文出版、

2013 年、155―177 頁）。



[2]	 「黒竜江省の影絵人形劇――
その系統と伝承」、162 頁。

[3]	 周恩来「関於戯曲改革工作的
指示」、『人民日報』1951 年 5
月 7 日。
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2. オブラスツォーフの訪中

前稿でも述べたように、影絵人形劇のメディアとしての有用

性に注目した中国共産党は、日中戦争期からすでに一部地域で

党の宣伝媒体に利用し、共産党の女性闘士を描く『劉胡蘭』や、

趙樹理の小説に基づく『小二黒結婚』などの上演を行ってい

た [2]。中華人民共和国成立後、1951 年 5 月に政務院が周恩

来の名義で六項目から成る「戯曲改革工作についての指示」を

出し [3]、全国の伝統演劇の全面的な改革に着手する。影絵人

形劇も例外ではなく、「指示」に従って伝統演目の修正や新作

演目の作成などが急がれる中、1952 年 11 月にオブラスツォー

フがソ連芸術代表団のメンバーとして中国を訪問する。

オブラスツォーフ（セルゲイ・ウラジーミロヴィチ・オブラス

ツォーフ、Sergei	Vladimirovich	Obraztsov）は、現在「ソ連人形劇

の父」と称されている人物である。1901 年にモスクワに生ま

れ、はじめ美術を学ぶが、在学中の 1918 年から俳優として

舞台に立った。1920 年から人形劇を志し、

1931 年にモスクワに児童芸術教育会館付属

人形劇団（現在の中央人形劇場）を創設して、

1992 年に亡くなるまで団長を務め、スタニ

ラフスキー・システムを応用した近代的な人

形劇を確立したとされる。

オブラスツォーフは 1952 年 11 月に北京に

入り、1953 年 1 月までの 2 ヶ月間で上海・

瀋陽・済南・太原・広州・長沙・成都など

様々な都市を訪問し、最後に北京に戻って、

そこからシベリア鉄道で帰国した。滞在中

ホスト役となったのは、以前からオブラス

ツォーフと面識のあった梅蘭芳と田漢である。

梅蘭芳は 1935 年にモスクワ公演を行った際、

オブラスツォーフ（オブラスツォーフ（著）、大井数夫（訳）『人

形劇――私の生涯の仕事』（晩成書房、1979 年）、背表紙。）



[4]	 謝・奥布拉茲卓夫（著）、林
耘（訳）『中国人民的戯劇』（中
国戯劇出版社、1961 年）、1―8頁。
当該書はオブラスツォーフ
『中国人民の演劇』（「芸術」
出版所、1957 年）の中国語版。

[5]	 	周恩来「関於戯曲改革的幾
個問題」1952 年 11 月 14 日、
『周恩来文化文選』（中央文献
出版社、1998 年）、122 頁。

[6]	 有很多被埋没了的戏曲艺术，

我们今天就要把它挖掘出来。

这个工作，我们还做得太少。

这次来中国的傀儡戏专家奥布

拉兹卓夫，他非常关心我们的

傀儡戏，向我们说 ：你们怎么

不把影子戏发展起来呢？被埋

没了的，何止影子戏？因此，

我们一定要花一些力量，把埋

没在民间的戏曲艺术都很好地

挖掘和发展起来。所以，现在

不要忙于分高低，要让它们

“百花齐放”。
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かれに面会して人形劇の上演を見ており、また田漢は 1949 年

にプラハで開かれた平和擁護世界大会に郭沫若と一緒に出席し

た際、オブラスツォーフの公演に行っている [4]。

オブラスツォーフは中国滞在中、ほぼ毎日地方劇・人形劇・

伝統曲芸などの上演を見たという。また各地で様々な演劇研究

者と接触しており、帰国前には北京の北海公園で欧陽予倩・梅

蘭芳・田漢らと座談会も開いている。自らが人形劇上演者であ

ることもあり、中国の伝統的な人形劇には特に大きな関心を寄

せた。

注意すべきは、この訪中は単なる「中ソ友好の証」の文化交

流事業ではなく、中国が戯曲改革工作に役立てるため、オブラ

スツォーフを通してソ連の「先進的な意見」を取り入れる企画

だったということである。したがって中国側はオブラスツォー

フの発言をたいへん重視し、可能な限りそれを実行しようと

した。例えば周恩来は 1952 年 11 月 14 日付で発表した「戯曲

改革の幾つかの問題について」の中で以下のようにオブラス

ツォーフに言及している [5]。

埋もれてしまっているたくさんの演劇芸術を、我々はい

ま発掘しなければならないが、我々はこの仕事をまだほ

んの少ししかできていない。今回訪中した人形劇の専門

家のオブラスツォーフ氏は、我々の人形劇にたいへん関

心を持ち、こう言っている。「あなたたちは影絵人形劇

を発展させるべきです。また、埋もれてしまっているの

は影絵人形劇以外にもたくさんあります。」我々は民間

に埋もれている演劇芸術をきちんと発掘し、発展させる

ことに力を注がなければならない。したがって、今はレ

ベルの高低については考えず、まずは「百花斉放」とさ

せなければならない [6]。



[7]	 杜一明「遼西木偶・民間的芸
術瑰宝」、『今日遼寧』2009
年 2 期、55―57 頁。

[8]	 解放初期，苏联派专家协助中

国建设，其中有木偶艺术家奥

布拉兹卓夫。他问周恩来总理，

“你们中国有国立木偶剧团

吗？”时任文化部副部长的夏

衍肯定地回答，“有”。苏联专

家立刻提出要看看中国木偶剧

团的表演。当时的辽西文工团

木偶剧队是东北地区惟一的专

业团队，连夜赴京，为外国专

家们演出，受到热烈欢迎和充

分肯定。1953 年初文化部决

定将辽西木偶剧队一行 23 名

队员全部调往北京，成立了中

国木偶艺术剧团。

[9]	 梁德新「闽粤客家地区提线

木偶戏的渊源、流传、现状」、

http://lhm.pynet.net/Article/

ShowArticle.asp?ArticleID=635

（2014 年 2 月 16 日閲覧）。
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例えば現在、国家を代表する人形劇団となっている中国木偶

劇院も、オブラスツォーフの要求が契機となって成立してい

る [7]。

解放初期、ソ連は専門家を派遣して新中国の建設に協力

した。その中に人形劇芸術家のオブラスツォーフがいた。

かれは周恩来総理に聞いた。「あなたたち中国は国立の

人形劇団を持っていますか」。当時文化部副部長だった

夏衍は「はい、あります」と答えた。するとこのソ連の

専門家は、すぐに中国木偶劇団の上演を見たいと申し出

てきた。当時は遼西文工団木偶劇隊が東北地区唯一の職

業的団体であったため、毎晩北京に呼んでこの外国の専

門家たちのために上演を行ったところ、肯定的な評価を

受けて大変歓迎された。1953 年の初め、文化部は遼西

文工団木偶劇隊の 23 名のメンバーを全員北京に配置換

えし、中国木偶芸術劇団を成立させた [8]。

遼寧省西部の遼西文工団木偶劇隊は、党の政策宣伝を担うた

めに、人民共和国成立後まもなく遼寧省錦州で設立された糸操

り人形劇団である。オブラスツォーフの訪問にあたって北京に

呼ばれたのは、地理的に近かったためだろう。そしてかれらは

そのまま中央に居残って、中国木偶芸術劇団（中国青年芸術劇院

木偶劇団）となり、現在の中国木偶劇院となった。

オブラスツォーフ訪問をきっかけに劇団組織が整えられた例

は中央だけでなく、地方にも見られる。例えば広東省の糸操り

人形劇団である梅県木偶劇団も、広州で上演を見たオブラス

ツォーフに認められたことをきっかけに整備され、その後ソ連

公演を果たしている [9]。

梅県木偶劇団は、楽堯天戯班を核として、楽堯天・奏吉



[10]	 梅县木偶剧团成立于 1951 年

3 月，是吸收乐尧天、奏吉祥、

荣华堂、富天彩、合一声、乐

升平 6 个提线木偶老戏班中

的艺人，以乐尧天戏班为基

础建立起来的全团人数 20 多

人。由著名木偶艺术家谢发担

任团长。在建国后 50 年的时

间里，梅县木偶剧团在艺术上

稳步前进，取得了辉煌卓著的

成绩。1952 年春，谢发在广

州与苏联功勋艺术家、莫斯科

木偶艺术剧院院长奥布拉兹卓

夫进行艺术交流。他表演了提

线木偶《化子进城》中的“弄

蛇”、“舞狮”等绝招，苏联专

家看后为之心折，盛赞谢发控

线的 10 个指头灵巧得堪与钢

琴家相媲美，并邀请他到苏联

各大城市表演。

[11]	 文謹「四川木偶戯古今談」
（『四川戯劇』、1994 年第 1 期、60

―62 頁）、62 頁。

[12]	 1952 年 11 月，苏联木偶艺术

剧院院长奥布拉兹卓夫在成都

观看了由成都市木人组（即今

成都木偶皮影艺术剧院前身）演出

的《情探》后，赞不绝口，表

示回国后一定要好好研究中国

的木偶艺术。

[13]	 虞哲光「泉州木偶劇団的提線
芸術」（『上海戯劇』、1961 年第 4
期、21―22 頁）、21 頁。
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祥・栄華堂・富天彩・合一声・楽昇平の 6 つの糸操り

人形の既存の戯班の芸人を吸収し、1951 年 3 月に成立

した。劇団員は全部で 20 数名、著名な人形劇芸術家の

謝発が団長となった。建国後 50 年の間、梅県木偶劇団

は芸術の上でゆるやかに前進し、輝かしい成績を残し

てきた。1952 年春、謝発はソ連の芸術功労者で、モス

クワ人形劇団団長のオブラスツォーフと広州で芸術交流

を行った。かれが上演した糸操り人形劇『化子進城』で、

「蛇操り」や「獅子舞」などの特技を見たソ連の専門家

は心から敬服し、謝発が 10 本の指を巧みに操った様を、

まるでピアノ演奏者のようだと絶賛し、かれをソ連に招

待してさまざまな大都市で上演させた [10]。

また、現在四川省を代表する人形劇団である成都木偶皮影

劇院も、人民共和国成立後作られた成都市木人組がオブラス

ツォーフの成都訪問をきっかけに公的劇団としての体裁を整え

た [11]。

1952 年 11 月、ソ連人形芸術劇団の団長であるオブラス

ツォーフは成都で成都市木人組（現在の成都木偶皮影芸術劇

院の前身）が上演した『情探』を見てたいへんに褒め称

え、帰国後はかならず中国の人形劇芸術をよく研究する

と述べた [12]。

福建の糸操り人形劇を代表する劇団として有名な泉州木偶劇

団も、手袋人形劇の漳州布袋木偶の芸人たちとともに、オブラ

スツォーフ訪問に合わせて上海にやってきて上演を行ってい

る [13]。

（泉州木偶劇団は）1952 年の冬、「華東地区中ソ友好月間」



[14]	（泉州木偶剧团）1952 年冬，应

华东“中苏友好月”大会之邀，

和漳州布袋木偶戏一起首次来

上海。他们演出的《木兰从

军》一剧，深得苏联木偶专家

奥布拉兹卓夫同志的赞赏，认

为提线木偶的手能拔剑、插剑、

执笔、递杯是奇迹，非常钦佩。

[15]	『中国人民的戯劇』、156 頁。

[16]	 中国木偶艺术剧团的前身是中

国青年艺术剧院附设的一个木

偶剧团。中国青年艺术剧院的

院长吴雪同志介绍我和我的这

些年青同行们认识了。我给他

们表演了几个我的节目，并告

诉了他们苏联木偶剧的情况。

10	 中国都市芸能研究　第十二輯

大会の招聘で漳州布袋木偶と一緒に初めて上海にやって

来た。かれらが上演した『木蘭従軍』は、ソ連の人形

劇の専門家オブラスツォーフ同志に賞賛された。（かれ

は）糸操り人形の手が、剣を抜き、剣を刺し、筆を持ち、

カップを手渡すことができるのは奇跡であり、大変敬服

に値すると述べた [14]。

人民共和国成立後、各地の芸人は党によって設立された公的

劇団に組織化されたが、急ごしらえだったために体制は脆弱で、

「戯曲改革工作についての指示」についても、どのように進め

たら良いのか暗中模索の状態にあった。そこにオブラスツォー

フがやってくることで、現地の劇団は否応なしに組織を整備す

ることになった。なおどの劇団も「自分たちの芸をソ連のオブ

ラスツォーフが賞賛した」という主旨の発言をしているが、こ

れは「先進国」ソ連の専門家に認められ、初めて自分たちの芸

に自信を持ったことの裏返しだと思われる。いわばかれらは、

オブラスツォーフの前に出ることで、自らのアイデンティティ

を確立したのである。

3. オブラスツォーフの上演

オブラスツォーフは、単に中国の人形劇の上演を見て回った

だけではなく、自分でもモスクワのレパートリーを各地で上演

し、さらに幾つかの劇団に対しては自ら指導に当たった。例え

ば前述した中国木偶芸術劇団について、オブラスツォーフは以

下のように述べている [15]。

中国木偶芸術劇団の前身は、中国青年芸術院附属の木偶

劇団である。中国青年芸術院の院長である呉雪同志が、

私にかれのところの若い同業者たちを紹介した。私はか

れらに私の演目を幾つか上演して見せ、さらにかれらに



[17]	「田漢序」、『中国人民的戯劇』、
1頁。

[18]	 一九五二年冬，中华人民共和

国成立后的第三年，这位卓越

的艺术家参加了苏联艺术代表

团访问中国，我们有机会再度

欣赏他的精彩表演。他所创造

的那位有着夸张表情的女歌唱

家，那位举起杯子向我们眨着

一只眼睛的有趣的醉鬼，那位

终于给老虎吃掉的麻痹大意的

训兽演员，至今想起来还使我

们忍不住要发笑。

[19]	『人形劇――私の生涯の仕事』、
212―214 頁。

[20]	『人形劇――私の生涯の仕事』、
249―250 頁。
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ソ連人形劇の状況について教えた [16]。

また田漢は、オブラスツォーフが北京で上演した演目につい

て具体的に言及している [17]。

1952 年冬、中華人民共和国成立後 3年目に、この優れ

た芸術家がソ連の芸術代表団に参加して訪中したことで、

我々は再びかれのすばらしい上演を鑑賞する機会に恵ま

れた。かれが創造した、あの誇張された表情の女性歌手

や、グラスを持ち上げて我々にウインクする面白い酔っ

ぱらいや、油断して最後に虎に食べられてしまう調教師

などは、今思い出してもつい笑ってしまうくらいだ [18]。

「誇張された表情の女性歌手」は、かれのレパートリーであ

る『かえってきて、みんな許すわ』を指すものと思われる。最

初に手で表情を作って様々な演技をした後、女性歌手の人形が

『かえってきて、みんな許すわ』 
（『人形劇――私の生涯の仕事』、口絵。）

ピアノに合わせて歌い、顔の表情が変化するとい

うものである。これは、モスクワ人形劇団の美術

スタッフであるニコライ・ソーンツェフが目と口

の動く女性歌手の頭を制作したので、オブラス

ツォーフがこれに自分の手を付けて演技したら面

白いだろうと思って作ったのだという [19]。

また「グラスを持ち上げて我々にウインクする

面白い酔っぱらい」は、酔っぱらいが酒を飲んで

くだを巻く内容の『酒を注げ』だろう。作中では、

最初に人形が本当に酒を飲んだ後、以下のような

歌を歌う [20]。

酒を注げ、盃がからだぞ！

酒がなければ、歌もない。



[21]	『人形劇――私の生涯の仕事』、
218 頁。

[22]	 オブラスツォーフ（著）、大
井数夫（訳）『続人形劇――
私の生涯の仕事』（晩成書房、
1984 年）、85 頁。
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酒の中にこそ、人生がある。

飲めば世界もせまくなる。

ゆかいな酒を飲みほしたら、

盃をうちくだけ！――どうせ、

おまえの人生は、くだけ散ってしまったの

だ！

酒を注げ！彼女はいってしまった！

もう、あの子は、もどってこない！

ほかの男と、しあわせになってしまった！

さあ、飲め、もう一杯、涙ながして！

「油断して最後に虎に食べられてしまう調教

師」は『虎つかい』を指す。サーカスで調教師が

虎に食べられるふりをしているうちに、本当に食

べられてしまうという内容の演目である。オブラ

スツォーフが以下のように述べているとおり、こ

の作品は他と異なりほぼ完全なパントマイム劇で

ある [21]。
『酒を注げ』（『人形劇――私の生涯の仕事』、口絵。）

私はなんにもうたわず、ごくすこししかしゃべらない。

これはほとんどパントマイムであり、冒頭の調教師の

「調教の奇蹟にご注目ください――放たれた虎」という

言葉と、「調教」のときにときどき発する特徴的な「ア

プ！」のほかは、まったく言葉はない。

これらの作品を裏付けるオブラスツォーフの人形劇に対する

考え方は以下のようなものである [22]。

人形劇とは、――このばあい、立体および描画のアニ

メーション映画もそれに含めるが――すべての演芸芸術
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形態のなかでもっとも比喩的なものである。

人形はすでに、それが入間でなく、一般に、

生きものでなくて、物である、ということ

によって、本質において比喩的である。あ

らゆる芸術作品は、発見の奇蹟である。連

想的・情緒的発見の奇蹟である。人形が演

じること――それは、生命のないものの蘇

生の奇蹟である。もっと正確にいうとこう

だ――観客にとっては蘇生した物の奇蹟で

あり、俳後にとってはその蘇生の喜びであ

る。

オブラスツォーフは、人形劇は「本質において

比喩的」であり、「生命のないものの蘇生の奇蹟」

であるとする。こうした考えは、スタニスラフス

キーとの交流の中で徐々に形成していったものと

されるが、こうした発想に裏打ちされ、人形の表

情や動きの表現に非常に拘る上演技法は、伝統的

に人形の表情が乏しく、また比喩性という発想も

持っていなかった当時の中国人には大きな衝撃で

『虎つかい』（『人形劇――私の生涯の仕事』、口絵。）

あった。

またオブラスツォーフは、観客の年齢によって内容や上演時

間を使い分けるという考えも持っていた。

二十歳と三十歳と三十五歳のひとたちは観客席にいっ

しょにすわっていることができるし、彼らの反応のちが

いは、気質や、職業や、劇の主題と彼らの個人的興味の

遠近のちがいによるだけであって、彼らの年齢の差には

かかわりない。ところが、五歳と十歳と十五歳の子ども

たちでは——これは完全に異なる人間であり、完全に異



[23]	『中国人民的戯劇』、156 頁。

[24]	 中国木偶剧团的剧目共有三个

来源 ：一是由现代作家根据现

实生活的题材编写的现代戏 ；

二是合乎现代观众的兴趣和需

要的古典戏 ；三是包括曾在苏

联木偶剧院上演过的外国木偶

剧目。
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なる観客である。彼らにおなじ劇を見せることは、まっ

たく無意味であり、そうでなければ、有害である。…

（略）…だが、観客席がごく小さいとしても、それがふ

つうの部屋で、その部屋にいるのが十―二十人の小さな

子どもたちだけだとしても、それでも上演時間は十五―

三十分以内であるべきである。けっしてそれ以上ではな

らない。

こうした考えの延長線上には、やはり従来の中国には無かっ

た、大人向けとは別の「児童向け人形劇」が導き出されること

になる。実際、オブラスツォーフが北京で上演した『虎つか

い』は上演時間も短く、内容的にも児童向けの演目だった。

オブラスツォーフが持ち込んだソ連近代人形劇の受容は、か

れ自身の演目を中国人が模倣して上演するという形で現れた。

オブラスツォーフは、1957 年における中国木偶劇団の演目に

ついて以下のように述べている [23]。

中国木偶劇団の演目には 3つのソースがある。1つ目は

現代作家が現実の生活の題材に基づいて書いた現代劇で

あり、2つ目は現代の観客の趣向と需要にも合致した古

典劇であり、3つ目はソ連の人形劇団で上演されたもの

も含む、外国の人形劇の演目である [24]。

「1つ目」は趙樹理の小説に基づく『小二黒結婚』などを指

し、また「2つ目」は伝統演目の中で当時上演が許されたもの、

そして「3つ目」はオブラスツォーフ自身がかれらに教えた演

目であろう。「戯曲改革工作」の中で、オブラスツォーフの演

目が学習の対象として上演されたのであれば、結局はこれが移

植されるのはいわば当然であった。また、オブラスツォーフが

訪中した 1952 年を境に、中国各地で西洋風の造形を持った人



[25]	「翟翊同志与湖南皮影」、李軍
『皮影生涯三十年』（著者自印、
1999 年）、198―201 頁。
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形劇が次々と出現して来たのを見ると、そうした事態は中央の

中国木偶劇団に限らず、地方でも広く進行したものと思われる。

4.『亀と鶴』の製作

オブラスツォーフの上演は糸操り人形劇と手袋人形劇が中心

で、また棒操り人形劇もレパートリーとして持っていたが、自

分では影絵人形劇を行ったことがなかった。トルコのカラギョ

スなど、影絵人形劇の存在自体は知っていたようだが、大量に

見たのは中国に来てからが初めてだったようである。周恩来に

対して影絵人形劇の重要性を訴えているのも、そうした理由に

依るものだろう。

糸操り人形劇や手袋人形劇の場合、オブラスツォーフの演目

を移植することは簡単だが、人形の造型や上演技法が根本的に

異なる影絵人形劇の場合はそのまま行うわけにはいかない。こ

れに合わせた改変作業なども必要となるし、そうするとそこに

はまた受容者側の創作の要素も入り込んでくることになる。そ

うした状況のもとで成立したのが、影絵人形劇『亀と鶴』であ

『亀と鶴』（『皮影生涯三十年』、6頁。）

る。

『亀と鶴』は、岩場に飛んできた鶴と、水面から現

れた亀とが争い、最後に亀が鶴を撃退するという内容

のパントマイム劇である。亀はプロレタリア階級、鶴

はブルジョア階級の比喩だとされるが、2匹の動物の

滑稽な動作は子どもにも楽しめるものとなっている。

バックグラウンドには西洋風の音楽が用いられ、また

上演時間も 10 分程度と、中国でそれまで一般的だっ

た影絵人形劇に比べると圧倒的に短い。

『亀と鶴』は現在、旧国営劇団にルーツを持つ芸人

たちによって、全国的に行われている新作演目である

が、最初に作ったのは湖南省長沙の劇団である [25]。



[26]	 一九五二年，苏联著名木偶艺

术家奥布拉兹卓夫来湖南访问

演出，皮影艺人何德润、谭德

贵等对奥氏演出的动物节目

《驯虎》和《两只猫》很感兴

趣，并从中得到启发。他们从

挖掘传统中找瑰宝，终于发现，

传统皮影戏《玩故事》中的鹭

鸶与乌龟，是两个很有特点的

动物，利用它们加以发挥，可

以搞出有益有趣的皮影寓言剧。

于是，试探着进行创作。他们

刚把架子搭好，翟翊同志来了。

了解了艺人们的创作意图后，

翟翊同志兴致勃勃，立即动手

设计动物形象和布景，与大家

一道研究节目的思想内容和表

现方法。这样，美术工作者与

皮影艺人相结合的第一个结晶

《鹭鸶与乌龟》――以后，把

鹭鸶改成仙鹤，更名为《龟与

鹤》――在皮影银幕上出现了。
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1952 年、ソ連の著名な人形芸術家であるオブラス

ツォーフが湖南まで上演にやって来た。影絵人形劇芸人

の何徳潤と譚徳貴は、オブラスツォーフの上演した動物

ものの『虎つかい』と『きみといっしょにいたかった』

にたいへん興味を覚え、啓発を受けた。かれらが伝統の

中から貴重な宝を探した結果、伝統的な影絵人形劇の

『玩故事』の中に、鷺と亀という特徴的な動物（の人形）

を見つけ、これを利用して発展させれば、面白く有益な

パントマイムの影絵人形劇を作り出すことができると考

えた。そこで創作をすすめることにし、かれらが骨格を

作り終えたところで、（美術スタッフの）翟翊同志がやっ

て来た。芸人たちの創作意図を理解した翟翊同志は大い

に興味が湧き、すぐさま動物のデザインと背景の設計に

取りかかり、また全員で一緒に演目の思想内容と表現方

法を研究した。こうして、美術スタッフと影絵人形劇芸

人の協力による最初の成果として『鷺と亀』が――その

後、鷺を仙鶴に変え、名前も『亀と鶴』と改めた――影

『きみといっしょにいたかった』

（『人形劇――私の生涯の仕事』、口絵。）

絵のスクリーンに登場した [26]。

ここで名前が挙がっている何徳潤・譚徳貴・翟

翊は、1951 年に成立した湖南軍区文工団のメン

バーである。前述したさまざまな地方劇団と同じ

く、この劇団もその後、湖南省を代表する人形劇

団として体制を整え、現在は湖南省木偶皮影芸術

劇院となっている [27]。

かれらが『亀と鶴』の参考にしたと言っている

2つの演目のうち、『虎つかい』の内容は先に述

べた通りで、もう 1つの『きみといっしょにいた

かった』は、恋に苦しむ男性の独白から成るハイ

ネの詩にグレチャーノフが曲を付けた同名の歌曲



[27]	 なお湖南の影絵人形劇につい
ては、千田大介「湖南影戯研
究の現状と課題」（『中国都市芸
研研究』第五輯、2006 年、53―74

頁）を参照。

[28]	「田漢序」、『中国人民的戯
劇』1頁。

[29]	 他是一面表演，一面说唱的。

费德林同志告诉我 ：“你若听

得懂他的话你会更感兴趣，因

为奥布拉兹卓夫是一位卓越的

艺术家，他的语言也是那样的

美妙！”
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が流れる中、雄猫が雌猫に求愛して追い回すという内容の動物

劇である。

『亀と鶴』の特徴である 2匹の動物の争い、短い上演時間、

西洋風のバックグラウンドミュージック、パントマイム劇と

いった要素は、明らかにこの『虎つかい』および『きみといっ

しょにいたかった』に由来している。

数ある演目の中でオブラスツォーフが湖南での上演にこの 2

つを選んだのは、言語の問題があったのだろう。中国人の観客

はもちろんロシア語が分からないので、台詞を聴き取らないと

楽しめないような演目は、当然受けが悪くなってしまう。実際

田漢は、1949 年にプラハでオブラスツォーフの上演を見た時

の体験について、以下のように述べている [28]。

かれは演技をしながら台詞を述べ歌をうたった。フェド

レンコ同志が私に言った。「もしあなたがかれの話を聞

き取れたらもっと面白く感じるはずです。なぜならオブ

ラスツォーフは優れた芸術家で、かれは話術がとてもす

ばらしいからです。」[29]

前述のように、オブラスツォーフは北京で『虎つかい』のほ

か、台詞や歌で登場人物の境遇を語る『かえってきて、みんな

許すわ』や『酒を注げ』も上演しているが、これを見た田漢の

感想が人形の滑稽な表情や動作しかないことからしても、後ろ

の 2つは話があまり解らなかったものと思われる。おそらくオ

ブラスツォーフもそれを自覚していて、北京の後で訪問した湖

南ではパントマイム劇の『虎つかい』だけを残し、ほかは演目

を変えたのだろう。そして登場する雄猫と雌猫に台詞が無く、

曲の歌詞が聴き取れなくても追いかけっこを見れば楽しめる

『きみといっしょにいたかった』を選んだものと思われる。

ところが上演を見た湖南の芸人たちは、「ソ連の人形劇はパ



[30]	 	社火戯については、楊飛（編
著）『陝西皮影藝術』（好文出版、
2008 年）、25 頁を参照。
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ントマイムなのだ」と誤解し、自分たちもその方向に進んでし

まったのだろう。また、記事はいかにも本人たちが自主的に取

り組んだかのように書かれているが、戯曲改革工作の一環とし

てオブラスツォーフが訪問した経緯を考えると、ここは割り引

いて考える必要がある。おそらく、オブラスツォーフの演目の

ようなものを作るよう指示されたのだろう。

『鶴と亀』の人形の元になった『玩故事』という演目につい

ては不明だが、タイトルからしてストーリー性のあるものとは

思われず、おそらく陝西省の影絵人形劇で行われる「社火戯」

のような、様々な神仙や動物などが登場し、滑稽な動作を行う

幕間の出し物の類だろうと思われる [30]。その中から鷺と亀を

見つけてきて、両者の掛け合いでオブラスツォーフのような演

目を作ろうと考えたのだろう。

なお、現在『亀と鶴』で用いられる鶴の人形を見ると、首の

部分が多くのパーツのつなぎ合わせでできていて、伝統的な人

形よりも細かい動作を表現することができる構造になっている。

元は伝統的な鷺の人形だというが、翟翊が「動物のデザインと

背景の設計」を行ったという記述から考えても、この部分は新

たに設計し直したのだろう。かれらは「生命のないものの蘇生

の奇蹟」というオブラスツォーフの言説自体を知っていたわけ

では無いだろうが、そうした発想に裏打ちされている人形の表

情豊かな動きを見て、これをできる限り再現しようと考えた結

果だと思われる。

人形が初め鷺だったのが途中から鶴に変わったのは、明らか

に亀との対で吉祥物にできるという中国的な考えに基づいてい

る。またオブラスツォーフは確かに演目の比喩性を説いたが、

動物の掛け合いで階級闘争を表すというような単純な比喩は志

向していないため、これも中国側の発想と考えられる。

こうしてできあがった『亀と鶴』は、1955 年に北京で開催

された「第一届木偶戯皮影戯観摩演出会」に出品された。これ



[31]	 魏力群『冀東皮影戯』（科学出
版社、2009 年）、85 頁。
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は全国 32 の主要な人形劇団が一堂に会し、お互いの上演を見

て学習しあうというもので、ここで『亀と鶴』が田漢によって

賞揚されたため、各劇団がこの演目を持ち帰ることになった。

現在でも旧国営劇団にルーツを持つ都市部の影絵人形劇団が

みなこの演目を自らのレパートリーとしているのはこのためで

ある。全国的な共有が可能だったのは、『亀と鶴』が台詞の無

いパントマイム劇で、かつバックグラウンドに西洋的な音楽を

使っていたため、方言や音楽などの地域的相違を超越すること

ができたからだろう。

なお各地の劇団は、湖南の芸人たちが作ったものをいわば

「借りて来ただけ」なのにも関わらず、『亀と鶴』を自分たち

の代表的演目として喧伝する傾向がある。これは、「児童向け

の上演」という都市部国営劇団のあり方が、この『亀と鶴』に

よって実質的に確立したので、そうした点でまさにかれらのア

イデンティティそのものとなっているからである。ただそれは

同時に、「大人向けの上演」である伝統的な影絵人形劇の放棄

も意味していた。1950 年代当時の芸人たちは、もちろん上演

しようと思えば従来の伝統演目もできたが、かれらの弟子や孫

弟子の世代は、『亀と鶴』に始まる児童向け演目しか受け継い

でいないため、現在では多くの都市部劇団が伝統演目を上演で

きなくなっている。

なお、『亀と鶴』が地域性を超越したために全国で共有され

たと言っても、矛盾するようだが必ずしも各地で完全に同じも

のが行われたわけでは無い。例えば河北省の唐山では、湖南か

らの移植にあたって以下のような改変が加えられている [31]。

唐山の影絵人形劇でこの演目の稽古をした時、自分たち

の上演方法と皮の材料に基づいて絶えず加工と改革を行

い、劇中の場面や相互関係も北方の習俗に基づいて手を

加えた。湖南の影絵人形劇の『亀と鶴』は鶴が悪で亀が



[32]	 唐山皮影排演这个节目时，依

据自己的表演手法和皮质材料

不断进行加工与革新，剧中的

情节与相互关系也根据北方的

习俗做了改动。湖南皮影的

《龟与鹤》，表现仙鹤是恶的、

乌龟是善的、而唐山皮影改编

的《鹤与龟》表现仙鹤是善良

的、乌龟是凶恶的，而且在整

个故事情节上进行了丰富，增

加了仙鹤救助青蛙的情节等等。

齐永衡先生为这个剧目所进行

的再创作也耗费了很大心血，

他常常到动物园观察仙鹤的动

作，认真琢磨仙鹤形象的操纵

表演问题。

[33]	 小野耕世『中国のアニメー
ション』（平凡社、1987 年）、85
頁。
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善だと表現しているが、唐山の影絵人形劇で改編した

『鶴と亀』は、鶴は善良で亀は凶悪なものとして表現し、

さらに鶴が蛙を助ける場面を加えるなど、話全体を豊か

なものとしている。斉永衡はこの演目の再創作に大変な

心血を注ぎ、何度も動物園に行って鶴の動作を確認し鶴

の人形の操作の問題に真剣に取り組んだ [32]。

例えば映画やアニメーションであればフィルムのコピーを

持ってくるだけだが、影絵人形劇は生身の人間が行うため、そ

もそも完全に同一の内容を再現することは難しい。しかも対象

は従来と異質の演目で、それを自分たちのレパートリーとする

までには一から組み立て直す必要もあり、その過程でまた変更

点も生じ得る。そうした努力は「この作品は自分たちで作り上

げたものだ」という感覚を抱かせるのに充分だっただろう。タ

イトルの『亀と鶴』をひっくり返して『鶴と亀』とし、別の作

品のように扱っているのも、そうした自信に基づくものと思わ

れる。

5. おわりに

1950 年代前半は、中国全体がソ連に学んで国家建設を行お

うとした時期であり、影絵人形劇に限らず多くの分野でソ連の

模倣・導入が行われている。例えば児童文化という点で影絵人

形劇に近いアニメーションなども、人民共和国成立後設立さ

れた上海電影製片廠美術片組のスタッフは、1951 年にソ連ア

ニメ『灰色首の野鴨』を繰り返し見て「学習」し、その結果

1955 年に『カラスはなぜ黒いのか（烏鴉為什麼是黒的）』を発表

している [33]。

一九五五年に完成した一巻ものの短編「烏鴉為什麼是

黒的」（カラスはなぜ黒いのか）が、中国で最初の彩色動



[34]	『中国のアニメーション』、93
―96 頁。

[35]	『中国人民的戯劇』、153 頁。
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画（セルアニメ）となった。…（略）…このアニメは、完

全にソ連の「灰色首の野鴨」の影響のもとに作られてい

るのが一目瞭然である。森の樹々を上から見おろす構図

のとりかた、木の枝の張りぐあいなど、それはソ連アニ

メのなかの風景であり、動物たちのデザイン、動き、冬

をすごす森の動物たちの物語――というテーマすら「灰

色首の野鴨」に似通っている。…（略）…「灰色首の野

鴨」のすばらしさに感心し、その徹底した分析研究に

よって、アニメーターたちが腕をみがいたことははっき

りわかるし、ソ連アニメの水準に迫ろうとした努力は、

「カラスはなぜ黒いのか」のなかで成果をあげている [34]。

現在であれば「盗作」として非難されかねないような行為だ

が、これに対してソ連側は特に抗議などは行っていない。それ

はオブラスツォーフも同様で、そもそも中国木偶劇団が行って

いるモスクワのレパートリーは自分で教えたものだし、『亀と

鶴』の「第一届木偶戯皮影戯観摩演出会」出品に際しても賛辞

すら送っている [35]。当時、社会主義諸国はソ連の主導で作品

が共有される「コンテンツ共産制」ともいうべき状態にあり、

著作権などはあまりうるさく問われない状況にあった。中国の

児童向け影絵人形劇も、そうした中で生まれてきたものであり、

そのメルクマールとなったのが『亀と鶴』だったのである。

なお、現在中国政府が進めている非物質文化遺産保護政策では、

影絵人形劇は伝統演目・新作演目ともに保護の対象となってい

るが、申請や報告の中ではどうしても「中国の伝統文化」とい

う部分が強調される傾向がある。もちろん、そうした主張をし

ないと許認可が下りづらいという中国内部の問題もあるのだ

が、そのために外国の影響について言及されないとすれば、実

態を大きく見誤ることになるだろう。本稿で検討してきたよう

に、人民共和国成立後の児童向け影絵人形劇は、オブラスツォー
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フの訪中を契機として導入されたソ連人形劇の延長線上にある

ものと言えるのである。

なお 1950 年代後半以降、中国の児童向け影絵人形劇は中国の

国産アニメーションとジャンル的に一体となって様々な展開を

見せてゆくが、本稿ではこうした『亀と鶴』成立後の問題につ

いては詳しく取り上げることができなかった。これについては

また稿を改めて検討したいと思う。
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＊	 本稿は日本学術振興会科学研
究費補助金「近現代中国にお
ける伝統芸能の変容と地域社
会」（平成 22 ～ 25 年度、基盤研
究 (B)、課題番号：22320070、研究

代表者：氷上正）による成果の
一部である。

[1]	 河北省檔案館の利用方法につ
いては、拙稿「河北省檔案
館・天津市檔案館利用案内―
附：石家荘・天津古書店案内
―」『中国都市芸能研究』第
九輯、2010 年を参照のこと。
なお利用申請の際に必要とな
る紹介状について、同稿では
公印が無くても問題無しとし
たが、現在では公印が押され
ていないと認められなくなっ
ている点、付記しておく。

河北省檔案館所蔵
影絵人形劇関係檔案について

戸部　健

1．はじめに

中国の各省・市・自治区・県などには、地域で作成された檔

案（公文書）を収集・所蔵するための檔案館が設置されている。

そこに保存されている檔案は、政治・経済・社会・文化など

様々な分野にわたり、その量も膨大である。そのため、歴史学

研究においては、これら檔案を利用した成果が、特に 2000 年

代以降急速に増えている。

檔案には、芸能に関係するものも多い。その多くは各地の文

化局（庁）によって作成されたもので、地域で展開されていた

多様な芸能活動の情況やそれらと政府との関わりなどについて

詳しく伝える。とはいえ、芸能研究においてこうした檔案が注

目されることはこれまでほとんどなかった。ゆえに、それらを

検討することで、近現代中国における各種芸能の従来知られて

いなかった新たな側面が見えてくるものと、筆者は考えている。

以上のような問題意識のもと、筆者は 2010 年 9 月から 2012

年 9 月まで河北省石家荘市にある河北省檔案館で資料調査を

行い、影絵人形劇関係の檔案資料 32 件の写しを入手した（表

1）[1]。それらはすべて河北省文化庁関係の資料群（全宗号 1030、

同省文化庁は 1980 年代前半まで文化局と呼ばれていた）である。時

代的には 1950 年代から 70 年代にわたり、とりわけ 50 年代後

半、60 年代前半、70 年代中盤のものが多数を占める。以下で

は、各檔案を時代ごとに 3つに分類し、それをさらにテーマご

とに区切った上で、それぞれについて簡単な説明を加える（本
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No. 全宗号 目録号 巻号 件号 筆者 件名 年 月 日 備考

（1）1030 1 105 河北省文化局艺术处
一九五三年专 ( 市）县
重点戏改剧团调查表

1951

（2）1030 1 136 6 河北省文化局

转发“关于我省皮影艺
术情况与调查唐山专区
重点影社（二社 ) 来省
演出情况向文化部的报
告”的报告

1955 11 24

（3）1030 6 571 5 河北省文化局艺术处 关于我省皮影艺术概况 1955

（4）1030 1 633 1 热河省文化局
关于文化部门的接受工
作方案

1956 1 6

（5）1030 1 633 3 热河省文化局 艺术科情况总结 1956 1 9
檔案館の目録では
1956 年 1 月 19 日の
作成となっている

（6）1030 1 633 4 热河省文化局
皮影工作组现有人员简
单情况登记表

1956 1 14

（7）1030 1 150 5 河北省文化局
关于请示建立皮影社问
题的复函

1956 4 19

（8）1030 1 149 1 文化局

关于对民间职业曲艺、
杂技、木偶、皮影等艺
术表演团体、班、档进
行登记加强领导的指示

1956 12 28

（9）1030 1 633 2 热河省文化局

（河北区 ) 省评剧团，话
剧 团、 博 物 馆 筹 备 组、
电影机修理站、皮影组
及市县文化事业编制表

1956

（10）1030 4 108 16 李云亭
唐山专区皮影社专题汇
报

1957 7 10

（11）1030 6 646 3 文化部艺术事业管理
局

通知来京汇报零散曲艺
杂技木偶皮影艺人情况
事

1957 12 10

（12）1030 6 660 1 河北省文化局
关于河北省皮影艺术情
况汇报

1958 1 10

（13）1030 6 649 4 河北省文化局
关于总结曲艺木偶马戏
皮影工作情况的通知

1958 2 28

（14）1030 6 657 11 省文化局
关于总结曲艺马戏木偶
皮影工作情况的通知

1958 3 18

（15）1030 6 667 3 文化部
关于举行木偶戏皮影戏
工作座谈会的通知

1959 4 9

（16）1030 6 667 13 唐山市文化局
关于参加全国皮影会演
准备情况的报告

1959 12 7

（17）1030 6 667 12 省文化局
转发文化部关于举行木
偶戏皮影戏小型观摩演
出的补充通知的通知

1959 12 17

（18）1030 5 203 22 唐山市皮影社代表
革新皮影技术使皮影之
花开得更加鲜艳高荣杰
发言

1960 5

（19）1030 2 273 5 省文化局 唐专皮影情况汇报材料 1961 作 成 は 1959 年 頃
か？

（20）1030 2 273 6 省文化局

关于河北省各地区曲艺、
杂技、木偶、皮影职业
艺术团体与职业艺人统
计表

1961 作成は 1957 年と思
われる

（21）1030 5 317 4 承德专署文化局
关于报告农村业余皮影
社活动情况的调查报告

1962 1 6

【表 1】河北省檔案館所蔵影絵人形劇関係檔案一覧
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（22）1030 6 803 1 省文化局党委

关于 1963 年全省部分曲
艺杂技皮影话剧京剧表
演艺术团体业务人员花
名册

1963 12

（23）1030 6 746 4 文化部、中央对外文
委

商调唐山皮影团赴越演
出事

1965 7 10

（24）1030 6 746 7 中央对外文委、文化
部

暂免唐山皮影团赴越任
务的函

1965 10 14

（25）1030 7 187 2 唐山市皮影团
全国木偶、皮影戏调演
皮影戏节目单

1975 3

（26）1030 7 185 3 河北省革命委員会文
化局

关于申请解决皮影舞蹈
调演经费的报告

1975 11 28

（27）1030 7 187 5 马巨川
马济川同志在全国木偶
皮影戏调演第二批动员
大会上的讲话

1975 12 2

（28）1030 7 187 1 文化局

关于参加全国木偶、皮
影调演河北队由北京来
电、简介调演动员大会
向省文委的报告

1975 12 3

（29）1030 7 187 4 马巨川

文化部调演办公室负责
人马巨川同志在各省市
自治区代表团领队会议
上关于木偶皮影戏调演
问题的讲话

1975 12 19

（30）1030 7 187 3 唐山市皮影团 《山庄红医》皮影戏剧本 1975 12

（31）1030 7 187 7 省文化局党委
关于参加全国木偶、皮
影戏调演情况的报告

1975 12

（32）1030 7 187 6 省皮影代表团领导小
组

关于参加全国木偶、皮
影调演情况的总结报告

1975 ？

文中に登場する（1）（2）などの数字は、表 1 の「No.」欄のもの

に対応している）。

なお、本稿で紹介する檔案資料の一部を利用した研究の成果

として、戸部健・山下一夫「檔案資料から見た 1950	年代中国

の影絵人形劇―河北省における登記工作を中心に―」（氷上正ほ

か編『近現代中国の芸能と社会』好文出版、2013 年）がある [2]。本稿

と合わせて参照していただければ幸いである。

2．檔案の紹介

Ⅰ．1950 年代

影絵人形劇団に対する登記（認可）工作

（1）「1953 年専区（市）県重点戯改劇団調査表」（1951 年）

　※	以上は、河北省檔案館で公開されている檔案のなかから、件名に「皮影」・「影戯」・「影社」・「影人」など
の単語を含むものを抽出したものである。

[2]	 なお、当該論文において、一
部檔案の所蔵番号の表記に誤
りがあった。お詫びして訂正
させていただきたい。
《关于河北省皮影艺术情况汇

报》

（誤）1030-6-801-5
（正）1030-6-660-1
《革新皮影技术使皮影之花开

得更加鲜艳高荣杰发言》

（誤）1030-5-203
（正）1030-5-203-22
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B4 版 3 枚。昌黎県の大衆影社（51 年 3 月 6 日作成）、豊潤県の

新長城影戯社（同 2月 1 日作成）、唐山専区の唐山専区大衆影社

総社（作成年月日不明、51 年か？）の情況について調査したもの。

フォーマットはすべて同様のもの（「専区（市）県鎮重点戯改劇

団調査表」）を使用している。劇団の規模・組織形態・常演演

目・来歴などについて知ることができる。そこに記された各劇

団の常演演目については戸部・山下前掲論文、141 ～ 143 頁を

参照のこと。なお、1951 年に作成されたにもかかわらず、文

書の件名が「1953 年～」となっている理由については不明で

ある。

（2）「“ 我が省の影絵人形劇芸術の情況と唐山専区に重点的影絵

人形劇団（二社）が派遣され省都を訪問し上演を行う情況の

調査についての文化部への報告 ”を転送することについての

報告」（1955 年 11 月 24 日）

B5 版 1 枚（カバーレター）、B4 版 2 枚（本文）。河北省文化局

より中央文化部に送られた文書の写しを、河北省委員会宣伝部

と同省文教辦公室に転送したもの。1955 年以前の唐山地域に

おける影絵人形劇の情況について詳細に報告している。また、

重点劇団（うち 1つは唐山専区実験皮影社、もう 1つは不明）の省都

での上演およびその後の座談会のありようについても伝える。

（3）「我が省における影絵人形劇芸術の概況について」（1955

年）

B4 版 5 枚。（2）の下書きである思われる。

（7）「影絵人形劇団の建設を請う問題についての回答」（1956 年

4月 19 日）

B5 版 7 枚。半職業劇団の国営化について、河北省政府文化

局と天津専区宝坻県人民委員会文化科とのやりとりを記した往

復文書。県内の半職業劇団の国営化を要求する宝坻県人民委員

会文化科からの文書（56 年 3 月 21 日）と、それに対応するため

に発せられた河北省政府文化局の文書（同 4月 19 日）、およびそ
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の下書き原稿とで構成されている。なお、最終的に省政府文化

局は宝坻県からの申し出を却下している。

（8）「民間の専業の曲芸・雑技・木偶・影絵人形劇などの芸術

上演団体・班・露店について登記を行い管理を強化する指

示」（1956 年 12 月 28 日）

B5 版 5 枚。文化部から各省・自治区・直轄市文化局（庁）に

配信された文書。曲芸・雑技・木偶・影絵人形劇などを宣伝教

育のためのメディアと位置づけ、その指導・管理のために登記

工作を行うことを指示している。その一方で、一部芸術上演団

体などが差別的な待遇を受けている現状についても触れ、登記

された団体の合法的な権利についてしっかり保護するよう、関

係各所に要請している。ただし、登記管理の具体的な方法につ

いては各地の裁量にまかせるとしており、後に混乱をきたす原

因にもなった。

（10）「唐山専区影戯社による特定のテーマに関する報告」

（1957 年 7月 10 日）

B5 版 10 枚。1957 年に開催された劇団工作会議大会におけ

る、唐山専区皮影社の李雲亭による発言の原稿。「一、影絵人

形劇、劇目に過去存在した問題」[3]で唐山周辺における影絵

人形劇の上演情況などについて述べ、「二、今後の影絵人形劇

演目の発掘・整理に対する幾つかの意見」[4]で現状の問題を

打開し、影絵人形劇の芸術性を高めるための方策を提起してい

る。当時の影絵人形劇の問題点として武俠演目の多さや影絵人

形劇団に対する差別的な待遇を挙げ、その改善を訴えている点

などが特に注目される。

（12）「河北省の影絵人形劇芸術の情況についての総括報告」

（1958 年 1月 10 日）

B4 版 12 枚、B5 版 34 枚。1957 年以前の河北省、特に唐山

専区の影絵人形劇の情況について報告したもの。劇団や芸人の

数、芸人たちの収入状況、演目改革や後進養成のありよう、上

[3]	 一，皮影戏，剧目过去存在的

问题。

[4]	 二，今后对皮影剧目发掘整理

上的几点意见。
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演の形態など当時の影絵人形劇に関わる基本的な事柄について

かなり詳しく述べられている。また、劇団の登記工作について

の具体的な記述も随所に見られる。13 枚目以降は下書き原稿

と思われる。

全国規模の工作会議・座談会・コンクール・研究上演会への参

加

（11）「分散している曲芸・雑技・木偶・影絵人形劇芸人の情況

を上京して総括報告することについての通知」（1957 年 12 月

10 日）

B5 版 2 枚。文化部芸術事業管理局から北京市・天津市・河

北省・江蘇省の文化局に送付された文書。1958 年に開催を予

定している曲芸工作会議に先立ち、1月 10 日から 12 日までの

期間に意見交換を行うことになったので、それに向け事前に情

報を提供するよう呼びかけている。その際特に重視するもの

として、以下を挙げている。「1．団体の整理に関する問題、2．

上演活動の困難を解決するという問題、3．上演演目を豊富に

するという問題、4．後進を養成するという問題、5．指導者に

よる管理を強化し社会主義教育を推進するという問題」[5]。

（13）「曲芸・木偶・サーカス・影絵人形劇の工作情況に関する

通知」（1958 年 2月 28 日）

B5 版 4 枚。河北省文化局より各専区・市の文化（文教）科

（局）に通達された文書。1枚目が正式な文書で、2枚目が起案

文書（発文稿紙）、3・4 枚目が下書き原稿となっている。58 年

8 月に全国曲芸工作会議が中央で開かれることになり、それに

向けて河北省としても曲芸・木偶・サーカス・影絵人形劇の情

況と、工作での経験を 5月までに書面報告しなければならなく

なった。そのため、各地域に動向（唐山・承徳専区は特に影絵人形

劇の動向）を 5月 5日までに報告せよと通達している。

（14）「曲芸・サーカス・木偶・影絵人形劇の工作情況の総括に

関する通知」（1958 年 3月 18 日）

[5]	 1．关于整顿队伍问题 ；2．解

决演出活动困难问题 ；3．丰

富上演节目问题 ；4．培养二

代问题 ；5．加强领导管理和

进行社会主义教育问题。
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B5 版 1 枚。（13）の 1枚目と同じもの。

以下の（15）から（17）までは、「戯曲工作の改善と省直轄演

劇事業団体の強化に関する意見等」[6]（1030-6-667）という簿冊

に収められたものである。

（15）「木偶戯・影絵人形劇工作座談会の開催に関する通知」

（1959 年 4月 9日）

B5 版 5 枚。1 ～ 3 枚目は「木偶戯・影絵人形劇工作小型座

談会の開催に関する通知」[7]（59 年 4 月 9 日）で、文化部が北

京・上海両市と福建・四川・青海・陝西・湖南・広東・河北・

黒竜江各省の文化局に送付した文書。5月 18 日に北京で開催

予定の「木偶戯・影絵人形劇工作小型座談会」についての情報

を伝えている。当日は木偶戯と影絵人形劇に関する陳列展示も

行われるため、その計画書（「木偶戯・影絵人形劇芸術陳列提綱（初

稿）」[8]）も添付されている。4枚目は「木偶戯・影絵人形劇小

型研究上演会の開催に関する補足通知」[9]（12 月 11 日）で、文

化部が各省・市・自治区の文化局（庁）に送った文書である。

60 年 1 月 18 日に北京で「木偶戯・影絵人形劇小型研究上演

会」を開催するので、12 月 31 日までに演目や人員について報

告するよう要請している。5枚目は「木偶・影絵人形劇小型研

究上演会は 1月 20 日の開催に変更」[10]（12 月 22 日）で、文化

部芸術事業管理局から各省・直轄市・自治区文化局（庁）に出

されたものである。内容は文書名のとおり。

（16）「全国影絵人形劇コンクールに参加するための準備状況に

関する報告」（1959 年 12 月 7日）

B5 版 2 枚。唐山市文化局が「木偶・影絵人形劇小型研究上

演会」に参加するための準備状況などを河北省文化局に対して

報告したもの。唐山専区皮影社の二社と天光影社が合併して代

表団を組織し、営業公演を停止して、日夜準備に励んでいるこ

とが述べられている。また、上演予定の演目として『自力更生

搞四化』・『暴彩文力殺四門』・『牛郎与織女』を挙げている（上

[6]	 《关于改进戏曲工作与加强省

直戏剧事业单位的意见等》。

[7]	 《关于举行木偶戏皮影戏工作

小型座谈会的通知》。

[8]	 《木偶戏皮影戏艺术陈列提纲

（初稿）》。

[9]	 《关于举行木偶戏皮影戏小型

观摩演出的补充通知》。

[10]	《木偶、皮影戏小型观摩演出

改为 1 月 20 日举行》。
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演時間は全部で 3時間）。

（17）「文化部が木偶戯・影絵人形劇小型研究上演会の開催に関

する補足通知を転送したことについての通知」（1959 年 12 月

17 日）

B5 版 6 枚。1 枚目から 4 枚目までは、（15）の 4 枚目（「木偶

戯・影絵人形劇小型研究上演会の開催に関する補足通知」）の内容を唐

山市文化局に通知した文書とその下書き原稿。5 枚目は（15）

の 5 枚目（「木偶・影絵人形劇小型研究上演会は 1 月 20 日の開催に変

更」）の内容についてやはり唐山市文化局に転送したもの。6枚

目は中央文化部からの文芸夏字第 1141 号通知を受けて、河北

省文化局が唐山市文化局に対し、研究に力を入れ、積極的に

美術・演出・音楽の専門家を組織し、重点演目を練習し、十

分に準備するよう求めた文書。文芸夏字第 1141 号通知の詳し

い内容については不明だが、60 年 1 月に開催が予定されてい

た「木偶・影絵人形劇小型研究上演会」に関するものであるこ

とは間違いないだろう。文末の「準備状況を逐次省局に報告せ

よ」[11]という文面から察するに、（16）はこの文書に対する報

告である可能性が高い。

河北省への移管に先だって行われた熱河省の影絵人形劇に対す

る調査

以下の（4）（5）（6）（9）は河北省文化局人事課作成の「本局

が熱河省事業団体を接収」（1030-1-633）という簿冊に収められ

たものである。

（4）「文化部門の接収工作プランに関して」（1956 年 1月 6日）

B4 版 2 枚。熱河省の河北省移管にともなう文化部門移行

の手続きなどについて説明している。影絵人形劇に関しては、

「評劇団・話劇団・博物館準備組・映写機修理所・省影絵人形

劇工作組は河北省に移行する」[12]との記述がある。

（5）「芸術科の情況についての総括」（1956 年 1月 9日）[13]

B4 版 21 枚。熱河省の文化芸術の情況について報告したもの。

[11]	 并把准备情况及时报省局。

[12]	 评剧团、话剧团、博物馆筹备

组、电影机修理站、省皮影工

作组交河北省。

[13]	 河北省檔案館の目録では作
成年月日が「1956 年 1 月 19
日」となっているが、本資料
1 枚目上部に「56.1.9」と記
載されていることから、そち
らに修正した。
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手書きのため、一部判読が難しい箇所がある。評劇団と話劇団

に関する記述が大部分を占めているが、影絵人形劇に対する言

及もあり、1～ 2枚目に熱河省内の各県における影絵人形劇関

連の劇団や芸人の数および当時抱えていた問題点が、9枚目に

省影絵人形劇工作組の来歴・任務・組織形態・問題点などが書

かれている。

（6）「影絵人形劇工作組現有人員の簡単な情況についての登録

リスト」（1956 年 1月 14 日）

B4 版 1 枚。熱河省影絵人形劇工作組のメンバー 7 名（副組

長 1名、組員 6名）についての一覧表。項目のうち「姓名」・「性

別」・「年齢」・「籍貫」・「職別」・「級別（行政）」・「家庭出身」・

「本人成分」・「文化程度」・「民族」・「いつ入■〔組？〕したか」

（何時入■〔組？〕）・「いつ入党したか」（何時入党）・「政治経歴

（革命後）」・「備考」の各欄に記載がある。それによると、メン

バー全員が漢族の男性で、革命後の 1953 年に工作組に入って

いる。年齢は 28 歳から 44 歳までで、不明の者が 1名いる。籍

貫は熱河省建平県の者が 2名、寧城県の者が 2名、凌源県の者

が 1名、喀喇沁左旗の者が 1名であった。家庭出身では貧農が

4名、中農が 1名、富農が 1名であり、本人成分では農民が 5

名、貧民芸人が 1名、そして文化程度では初級小学程度が 1名、

高級小学程度が 4名、初級中学程度が 1名であった。なお、こ

のうち富農出身の 1名はその出自により粛清対象とされている。

（9）「（河北区）省評劇団・話劇団・博物館準備組・映写機修理

所・影絵人形劇団および市県文化事業編制表」（1956 年）

B4 版 4 枚。熱河省の各文化機関についての一覧表。2枚目

に 55 年と 56 年の各単位の機構数と編制数に関する統計があ

る。省影絵人形劇工作組（省皮影戯工作組）は両年ともに機構数

1、編制数 7となっている。編制数というのは機構に所属する

メンバーの数を表したものだが、本文書および（5）の記載（9

名）と（6）の記載（7名）との間に齟齬がある。
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Ⅱ．1960 年代

各地の影絵人形劇の情況

（18）「影絵人形劇の技術を革新することで影絵人形劇の花をよ

り鮮やかに開かせる・高栄傑発言」（1960 年 5月）

B5 版 3 枚。「河北省教育・文化・衛生・体育・新聞方面社会

主義建設先進単位和先進工作者代表会議」での唐山市皮影社代

表高栄傑の発言を整理したもの。大躍進時期に唐山市皮影社が

どのように改良されたのか、またその成果がどうであったかに

ついて報告している。演目・人形・背景などの改良について詳

しく述べるとともに、それによる経済的利益の伸張についても

言及している。

以下の（19）（20）は「文化局が収集した我が省の曲芸・馬

戯・雑技・影絵人形劇の工作状況および関係統計資料」[14]

（1030-2-273）という簿冊に収められたものである。

（19）「唐山専区の影絵人形劇の状況についての報告材料」

（1961 年、ただし作成は 1959 年頃か？）

B5 版 10 枚。59 年頃に調査された唐山・承徳両専区の影絵

人形劇の情況について報告したもの。1～ 7枚目までの文書は

書かれた字が乱雑で大変読みづらいが、劇団の規模や来歴・収

入・後継者の養成・改革の動向・問題点など、当時の状況を知

る上で重要なことが多く書かれている。8～ 10 枚目には影絵

人形劇の演目が書かれている。使用された便箋（「河北省唐山専

区皮影社公用箋」）から判断するに、それらが唐山専区皮影社で

上演されていた演目を示したものであることは間違いないだ

ろう。それら上演演目の名称については戸部・山下前掲論文、

145 ～ 146 頁を参照のこと。

（20）「河北省各地区の曲芸・雑技・木偶・影絵人形劇職業的

芸術団体と職業芸人に関する統計表」（1961 年、ただし作成は

1957 年と思われる）

B5 版 22 枚。河北省内の曲芸・雑技・サーカス・影絵人形

[14]	《文化局搜集的我省曲艺马戏

杂技皮影工作情况及有关统计

资料》。
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劇・木偶の団体数と芸人数を専区・市・県ごとに集計したもの。

河北省檔案館の目録では 1961 年作成となっているが、7枚目

に「1957．1．23 日」との記述があり、また統計で用いられて

いる滄県専区が 58 年に廃止されているため、57 年に作成され

たものと思われる。そのうち影絵人形劇のデータについては、

戸部・山下前掲論文、132 ～ 133 頁を参照のこと。

（21）「農村のアマチュア影絵人形劇団の活動状況についての調

査報告」（1962 年 1月 6日）

B5 版 4 枚。61 年 12 月 5 日に承徳市の群衆教育館が行った、

市郊外の 2つの人民公社と 3つの生産大隊における皮影戯の公

演情況に関する調査報告を、承徳専区専員公署の文化局が河北

省文化局へ送付したもの。登記工作によって淘汰されたはずの

半職業劇団が活発に活動している様子を伝える。

（22）「1963 年全省の一部曲芸・雑技・影絵人形劇・話劇・京

劇上演芸術団体の業務人員名簿」（1963 年 12 月）

B5 版、枚数不明（コピーを入手したのは、唐山市の京劇団・雑技

団・話劇団・皮影劇団・曲芸団のもののみ、計 22 枚）。項目は、「姓

名」・「性別」・「出生年月」・「民族」・「政治的地位」（政治面貌）・

「芸歴」（芸齢）・「現任職務」・「専業あるいは特長」・「職務等

級あるいは給与額」（級別或工資数）・「現在の学歴」（現有文化程

度）・「どのような職業訓練を受けたことがあるか」（受過何種専

業訓練）・「健康情況」・「結婚しているか」（婚否）・「備考」（備

註）となっている。唐山市皮影劇団の 26 名について以下にそ

の概要を示す。

性別：女性 2名を除いてすべて男性。

出生年月：1907 年 5 月生まれ～ 1941 年 2 月生まれ。構成は、

1900 年代生まれが 2 名、10 年代生まれが 8 名、20 年代生ま

れが 9名、30 年代生まれが 5名、40 年代生まれが 2名となっ

ている。調査時点の 1963 年から単純に彼らの生年の数を引き、

平均を求めたところ 40.1 歳であった。
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民族：全員漢族。

政治的地位：共産党員が 5名、共産党青年団員が 2名。

芸歴：3年～ 38 年。構成は、10 年未満が 9名、10 年以上 20

年未満が 4名、20 年以上 30 年未満が 3名、30 年以上 40 年未

満が 9名となっており、経験が乏しい層と豊富な層とに大きく

分かれている。芸歴不明の 1名を除いた平均は 18.6 年であっ

た。

現任職務：団長 1名、副団長 2名、演員 14 名、演奏員 5名、

操作 3名、編劇 1名。

専業あるいは特長：文武丑 2 名、青衣 4 名、老生 3 名、小

生 3名、花臉 3名、四胡 2名、三弦 1名、二胡 1名、鼓板 1名、

拿線 2名、操作 2名、舞台灯光 1名。

職務等級あるいは給与額：20 元～ 97.50 元。職務等級で表記

された 1名を除いた 25 名の平均は 59.89 元である。

現在の学歴：初級小学 3 年が 17 名、初級中学 1 年が 4 名、

初級中学 2年が 2名、初級中学 3年が 3名。

どのような職業訓練を受けたことがあるか：記載無し。

健康情況：肝炎 4名、気管炎 1名、肺結核 1名。

結婚しているか：1名を除き、全員が既婚。

備考：記載無し。

唐山市皮影団の北ベトナムへの派遣要請

（23）「唐山市皮影団をベトナムに派遣して上演させることにつ

いての相談」（1965 年 7月 10 日）

B5 版 2 枚。対外文化連絡委員会と中央文化部が連名で河北

省文化局・唐山市文化局に送付した秘密文書。中越文化合作協

定にもとづく北ベトナムへの唐山市皮影団の派遣を依頼してい

る。参加人数は、団長・秘書・通訳を含め 20 名。演目は、伝

統演目を 1本（『三打白骨精』か『火焰山』）、現代演目を 2本（児童

が演じる小演目と、ベトナム人民による抗米救国と中国人民による援越抗

米を反映した演目）をリクエストしている。ベトナム戦争を戦う
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北ベトナムを慰問する意味合いがあったものと思われる。

（24）「唐山市皮影団の訪越任務をしばらく免除することについ

ての書函」（1965 年 10 月 14 日）

B5 版 1 枚。上と同じく対外文化連絡委員会と文化部が連名

で河北省文化局・唐山市文化局に送付した機密文書。駐越大使

館とベトナム政府とで協議した結果、ベトナムには歌舞団を派

遣することになったので、唐山市皮影団のベトナム派遣は延期

になったことを伝えている。なお、いつまで延期されるかは未

定としている。

Ⅲ．1970 年代

全国木偶・影絵人形劇選抜公演

以下（26）を除き、（25）から（32）までのすべては「河北省

が参加した全国木偶・影絵人形劇選抜公演のプログラム・演目

および会議状況の省文化局辦公室への簡潔な報告と馬済川同志

が会場で行った 2回の講話」[15]（1030-7-187）という簿冊に収め

られているものである。

（25）「全国木偶・影絵人形劇選抜公演の影絵人形劇プログラ

ム」（1975 年 3月）

B5 版 4 枚、B4 版 1 枚。75 年 12 月 2 日から 20 日まで北京

で開催された「全国木偶・影絵人形劇選抜公演」（全国木偶・皮

影戯調演）に参加した唐山市皮影劇団の上演プログラム。演目

は以下の通りである。『智取威虎山』（第五場「打虎上山」）・『紅

雲崗』（第四場「情深意長」・第七場「重返前線」）・『山荘紅医』・『打

狼』・『鶴与亀』。出演者リストも掲載されている。また、5枚

目の「全国木偶・影絵人形劇選抜公演（第四輪）」の記載から、

唐山市皮影劇団による公演は児童劇場で行われ、12 月 14・

15・17・19 日の夜 7時からと、18 日の朝 9時からであったこ

とが分かる。

（26）「影絵人形劇舞踏選抜公演の経費の解決を申請することに

関する報告」（1975 年 11 月 28 日）

[15]	《河北省参加全国木偶、皮影

调演节目单、剧目及会议情况

向省文办的简要报告和马济川

同志在会上的两次讲话》。
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B5 版 3 枚。河北省革命委員会文化局から同文化局辦公室と

省革命委員会に送付された文書の下書きと思われる。上述の全

国木偶・影絵人形劇選抜公演に唐山市皮影劇団が参加するため

の費用 15,680 元（40 人分、30 日間）を工面するよう要求してい

る。

（27）「馬済川同志が全国木偶・影絵人形劇選抜公演第二回動員

大会で行った講話」（1975 年 12 月 2日）

B5 版 10 枚。75 年 12 月 2 日午後 3時に北京の西苑大旅社の

講堂で開催された、全国木偶・影絵人形劇選抜公演の全体人員

動員大会における、文化部選抜公演辦公室責任者の馬済川に

よる講話の原稿。その場に列席していたのは以下の団体であ

る。北京市木偶劇団、山西省浮山県・孝義県木偶劇団、福建省

泉州市木偶劇団、同竜渓地区布袋木偶劇団、江蘇省揚州地区木

偶劇団、広西壮族自治区木偶劇団、遼寧省錦州市郊区木偶演出

隊、四川省成都市・儀隴県・資中県・綿竹県木偶劇団、河北省

唐山市皮影劇団。文芸革命と革命模範劇の発展およびその意義

について強調し、当時起こっていた革命模範劇に対する批判に

断固反対すべきことを主張している。講演後に文化部から電話

があり、それを受けた馬は、1976 年に全国で 5つの選抜公演

（舞踏・曲芸・雑技・もっぱら「農業は大寨に学べ」を題材としたもの・

話劇）を挙行することを、毛沢東主席自らが批准したと告げる。

なお、この文書に登場する馬済川は、他の文書で馬巨川、馬継

川などとも表記されている。現時点ではどれが正しいのか明ら

かにすることができない。

（28）「全国木偶・影絵人形劇選抜公演への参加に関して河北隊

が打電した北京からの電報、選抜公演動員大会について省

文化局辦公室と省委員会に対する簡単な報告」（1975 年 12 月

3日）

B5 版 2 枚。12 月 3 日午前 10 時に、河北省革命委員会文化

局は、北京に滞在している同辦公室主任の張俊才からの電報を
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受信した。その中身とは、（27）の内容を簡単に紹介したもの

であった。本文書は、それについて同辦公室と省委員会に報告

するために、省文化局から送付されたものである。

（29）「文化部選抜公演辦公室責任者の馬巨川同志が各省・市・

自治区代表団団長会議において行った木偶・影絵人形劇選

抜公演問題に関する講話」（1975 年 12 月 19 日）

B5 版 10 枚。12 月 19 日に西苑（大）旅社で開催された、全

国木偶・影絵人形劇選抜公演の各省・市・自治区代表団の団長

会議における、文化部選抜公演辦公室責任者の馬巨川による講

話の原稿。講演全体の論旨は、（27）のものと大差ない。

（30）「『山荘紅医』影絵人形劇台本」（1975 年 12 月）

B4 版 10 枚。全国木偶・影絵人形劇選抜公演で唐山市皮影劇

団が上演した演目の 1つである『山荘紅医』（表紙に「河北省邯

鄲地区で創作された同名の豫劇を改編したもの [16]」との表記がある）の

台本。

（31）「全国木偶・影絵人形劇選抜公演に参加した情況に関する

報告」（1975 年 12 月）

B5 版 2 枚。河北省革命委員会文化局委員会が文化局辦公室

と省委員会に送付した文書。全国木偶・影絵人形劇選抜公演の

情況と今後の課題について簡潔に述べている。また、最後の段

落で当時の河北省における影絵人形劇の情況について短く触れ

ており、その記述から唐山市皮影劇団・楽亭県皮影劇団・玉山

県皮影劇団という 3つの職業劇団が存在し、そこに 86 人が参

加していたことが分かる。

（32）「全国木偶・影絵人形劇選抜公演に参加した情況に関する

総括報告」（1975 年？）

B5 版 9 枚。河北省皮影代表団領導小組による、全国木偶・

影絵人形劇選抜公演の情況に関する総括報告の下書き原稿。選

抜公演の情況が詳しく述べられているとともに、馬巨川の講話

を受けて今後河北省が取り組むべき課題が提起されている。冒

[16]	 根据河北省邯郸地区创作的同

名豫剧改编。
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頭の記述から、河北省皮影代表団が 59 名（省文化局の人員 2名、

唐山地区文化局の人員 1名、唐山市文化局の人員 2名、玉田県と楽亭県の

影絵人形劇団の責任者各 1名を含む）で構成され、12 月 2 日に北京

に到着し、20 日にすべての上演を完了させ、21 日に全体のま

とめをし、23 日に北京を離れたことが判明する。

3．おわりに

以上、河北省檔案館が所蔵する影絵人形劇関係檔案について

紹介してきた。紙幅の都合上、1つ 1つの檔案に対して深く検

討することはできなかったが、それでも檔案を概観するなかで、

中華人民共和国成立後から文革期までの河北省における影絵人

形劇団の動向、上演された演目、芸人の情況などについて、い

くつか興味深い事実を明らかにすることができたと考えている。

行政文書という性格上、檔案の記述には、ときに政府の意向

が入り込むことがある。したがって、利用に際しては、他の文

献資料や口述記録などと付き合わせることで可能な限りその記

載内容を相対化させる必要がある。ただ、そうした点をうまく

クリアすることができれば、檔案資料は、芸能研究の発展のた

めに大いに資することとなるだろう。河北省檔案館には影絵人

形劇以外の芸能に関する檔案も豊富に所蔵されているし、河北

省以外の檔案館にもおそらく相当量の関連資料が保存されてい

る。今後こうした檔案資料を使用した芸能研究が増えていくこ

とを祈念してやまない。

最後に、河北省檔案館での調査においては、張志永氏（河北

師範大学法政学院）、霍宏偉氏（河北師範大学法政学院）、王勝氏（河

北省社会科学院）、河野正氏（学習院大学東洋文化研究所）より多大

なるご支援をいただいた。深く感謝の意を表したい。
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皮影戯上演と即興性

皖南大影からの展望

千田　大介

はじめに

現代中国の伝統演劇研究において、皮影戯は一種独特な位置

にある。それが端的に表れているのが、現代中国の伝統演劇・

芸能研究の記念碑的全集である『中国戯曲志』・『中国曲芸志』

がいずれも皮影戯を扱っていない点である。伝統演劇研究から

見れば、人形を使って演じる皮影戯は演劇とは異なる存在に映

るのであろうし、曲芸、すなわち説唱芸能から見ても、視覚表

現を伴い登場人物が演じ分けられる皮影戯は異質な存在である

ようだ。その影響からか、中国の皮影戯研究は伝統演劇などの

隣接領域に比べていささか立ち後れた状況にある。近年、無形

文化遺産への登録を受けて、ようやく研究が活性化しつつある

が、しかしそれらの研究は、ともすると皮影戯という枠組みの

中での比較や検討に終始しており、他の伝統演劇や芸能との影

響関係や社会的機能の相違に踏み込んだものは少ない。

かかる観点にたち、筆者は皮影戯の研究を進めており、近年

は科研費による共同研究を通じて安徽省宣城市の皮影戯につい

て現地調査を実施するとともに、その成果を論考にまとめてき

た（千田 2013 など）。それらを通じて、宣城市では皖南大影・広

徳皮影の二種の皮影戯が現在行われていること、いずれも太平

天国後の移民によってもたらされたもので、前者が湖北雲夢、

後者が河南信陽に発祥すること、さらには皖南大影が、一定の

歌詞のパターンを覚えて、劇中のシチュエーションに応じて即

興的に歌う「紀字頭」というシステムを持つことをあきらかに
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してきた。

本稿は、こうした従来の成果の上に立ち、皖南大影および皮

影戯・伝統演劇の即興性や社会的機能などについて、紀字頭を

端緒として概観的に考察したものである。

1. 紀字頭と伝統劇台本の定型性

紀字頭

皖南大影の劇団は 4～ 5人で構成され、そのうち 1人の主唱

がスクリーン裏で影人を操作しながら歌唱し、福唱がそれを補

助する。2人が打楽器伴奏を担当する。基本的に主唱が声色を

使い分けてあらゆる役まわりを演じ分けることになるが、これ

は冀東系皮影戯や北京西派皮影戯を除く全国の大半の皮影戯に

共通した特徴である。

皖南大影の台本や歌詞・科白のシステムは、一種独特である。

―あなた方は演ずるとき、台本を見ながら歌うのか、そ

れとも何も見ずに暗記して歌うのか。

答：大人物や正義の人物、たとえば都の朝廷の大官や皇

帝・大臣・大将の歌詞はみな決まりがあり、固定の歌詞

で、いずれも師匠から教わったものだ。小人物・兵士・

道化などはその場で表現する。

―何氏は多くの台本を持っているが、ああいった台本は

いつ見るのか。リハーサルのときに見るのか、それとも

上演の前に見るのか。

答：台本は小説から書き写したもので、小説は字が小さす

ぎるので、たとえば『三国』であれば、『三国』のもと

の小説を持ってきて、毛筆で大きな字で写して机の上に

置いて読みやすくする。しかし、一字一字をもれなく写

すのではなく、簡単に、ただあらすじだけを抜き書きす

る。
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[1]	 皖南皮影戯のインタビュー原
文については、近刊『中国皮
影戯調査記録集――皖南・遼
西篇』（中国都市芸能研究会叢書
4、好文出版）を参照されたい。
以下同じ。

[2]	 李恵 2011	p.217。

[3]	 卜亜麗 2011	p.59-65。

―この台本、あるいは台本の歌詞は、弟子入りして皮影

戯を習うときに暗記するのか。

答：皇帝・大臣といった大人物にはみな固定の歌詞があり、

師匠から固定のパターンを学ぶ。これを「紀字頭」とい

う。大人物ごとに固定の紀字頭がある。

	 	 	 	 （2011 年 8 月 8 日午前、陳景華）[1]

皖南大影の台本は、歌詞や科白を逐一記載したものではなく、

小説などの物語の梗概を抄写した手控えに過ぎない。芸人はそ

れに基づき、暗記している固定のパターンである紀字頭を取捨

選択し、半ば即興で歌詞を組み上げ歌唱する。

皖南大影は、太平天国後の移民によってもたらされた湖北省

雲夢一帯の皮影戯に起源するが、この紀字頭のシステムも雲夢

皮影戯と共通している。

伝統雲夢影戯には完全な台本がなく、あるのは各演目の

梗概を書いたもので、芸人たちはこの種の台本を「水路

子」と呼んでいる。これと対応する「肉本子」は各種歴

史演義小説のことで、芸人がこの種の小説を読む目的は、

読んだ後にそのなかの人物の物語や筋立てを皮影戯台本

に改変することにある。[2]

雲夢皮影戯は大別山を隔てた北側、河南省信陽一帯で行われ

る豫南皮影戯と極めて近しい関係にある。この豫南皮影戯も皖

南大影・雲夢皮影戯とほぼ同様の即興的な上演システムを採っ

ているが、台本が「戯路子」と呼ばれ、唱に長短句的要素が入

るといった相違も見られる [3]。

皖南皮影戯に関する我々の調査では、期間の制約もあり、紀

字頭の詳細までを具体的に聞き取ることができなかったが、李

恵 2011・卜亜麗 2011 などによれば、雲夢皮影戯・豫南皮影戯
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[4]	 李 恵 2011	p.221、 卜 亜 麗
2011	p.63。

[5]	 李 恵 2011	p.222、 卜 亜 麗
2011	p.66。

では、まず人物が登場した際にその地位や身分に応じて一定の、

楔子あるいは偈子などと呼ばれる、対句あるいは詩句を朗唱す

る [4]。歌唱については、句式や押韻、常用される対偶表現

などを覚えて、即興で考えることになるが、特定の人物や場面

に合わせた特定の歌詞も存在する [5]。継承関係などから見て、

皖南大影についてもほぼ同じ方式であると考えて問題なかろう。

かかる上演方式は、豫南・雲夢一帯に起源する皮影戯の特色

といえる。全国の皮影戯のうち、唐山皮影戯などの冀東系皮影

戯は「翻書影」と呼ばれ、スクリーンの裏で台本を見ながら歌

唱する。一方、北京西派皮影戯や山西・陝西など北方各地の皮

影戯では、台本を暗記して歌唱するのが一般的である。

板腔体と定型表現

かかる即興的な上演方式は、ただちに京劇などの板腔体伝統

演劇の歌詞を想起させる。

京劇では、叙情的な歌唱と叙事的な歌唱とで、歌詞の構成が

大きく異なっている。叙情的な歌詞では類型的比喩表現が多用

される。例えば、『四郎探母』「坐宮」冒頭の西皮慢板には以下

のような歌詞が見える。

我好比籠中鳥有翅難展，

我好比浅水竜被困沙灘。

我好比弾打雁失群飛散，

我好比離山虎落在平川。	 （楊宝森上演本）

これに対して『文昭関』には以下のような歌詞がある。

俺好比哀哀長空雁，

俺好比竜遊在浅沙灘。

俺好比魚児吞了鉤線，

俺好比波浪中失舵的舟船。	 （『京劇叢刊』本）
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[6]	 北京市芸術研究所・上海芸術
研究所 1999	p.155。

これらと類似する表現は、多くの劇中に見られる。

『独木関』

張志竜　　竜如沙灘爪方下，

何宗憲　　虎落平陽被犬拿。	 （『戯考大全』本）

『戦太平』

朱文遜　　竜臥沙灘難翻爪，

花雲　　　虎落平陽怎脱逃。	 （『京劇叢刊』本）

このように、ある程度定型化された比喩表現が、多くの劇目

の歌詞で共通して使われている。創作性を重んずる近代的な視

点からは、類型的で独創性に乏しいと低く評価されるかも知れ

ないが、しかし、上演者・観客ともに識字率が高くなかった前

近代の中国においては、かかる類型的表現に頼らなければ、叙

情的な表現そのものが困難であったと考えられる。

そして、そうした類型的表現が骨身に染みついた俳優であれ

ば、即興的に句を増やすことすらも可能であった。例えば、道

光年間に活躍し三鼎甲に数えられた名優・余三勝は、登場予定

の俳優の到着が遅れたため、『四郎探母』冒頭の歌詞に即興で

数十句を追加し、俳優が登場するまで場を持たせたという [6]。

京劇の叙事的な歌詞は、物語によって相違してくるが、しか

し同じ物語シリーズの個々の折子戯で似たような歌詞が歌われ

る例は数多い。例えば楊家将故事の劇では、以下のような共通

の表現が見られる。

『双龍会』

大郎替朕喪了命，

孤封他神位平帝君。
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二郎他在剣下死，

封他花化太歳神。

三郎馬踹如泥漿，

封他竜華会上第一尊。

四郎八順無音信，

在生封官死後封神。	 （『戯考大全』本）

『李陵碑』

我的大郎児吓，替宋王，把忠尽了，

二郎児，短剣下，命赴陰曹。

楊三郎，被馬踏，尸首難找，

四八郎，在番邦，無有下梢。

五郎児，在五台，修真学道，

七郎児，被潘洪，箭射芭蕉。

只剩下，六郎児，東征西剿，	 （『戯考大全』本）

『四郎探母』

我大哥替宋王長槍命染，

我二哥短劍下命染黃泉。

我三哥被馬踏尸骨泥爛，

我五弟棄紅塵悟道深山。	 （同前）

このように、同じ事件の描写には比較的似た表現が繰り返し

用いられ、同じ劇や一連の物語の中で表現は定型化することに

なる。

歌詞が定型的表現を多用するのは京劇にとどまらず、梆子腔

系諸劇にもしばしば見られるので、板腔体伝統演劇の特色であ

るということも出来よう。さらに詩讚体の説唱にまで広げても

よい。皖南大影や雲夢皮影戯・豫南皮影戯の即興的な上演方式

は、かかる伝統劇・伝統芸能における歌詞の定型性という特徴
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をうまくシステム化したものであるといえよう。

2. 即興性と伝統演劇の音楽

皖南大影の伴奏

余三勝が即興で歌唱を引き延ばしたエピソードが美談として

伝えられているのは、しかし逆に京劇において歌詞の即興的な

追加に一定の困難があったことを示している。その理由として

考えられるのが伴奏の問題である。京劇では、京胡はじめ月

琴・京二胡などの旋律楽器と打楽器の伴奏が付くので、即興的

な引き延ばしは楽隊の足並みを乱れさせ、上演をぶちこわしに

する危険性を伴っている。

しかるに皖南大影や雲夢皮影戯・豫南皮影戯では、伴奏は打

楽器のみで旋律楽器は用いないので、即興で歌われたとしても、

歌詞の声調や音韻によって生ずる旋律の変化に影響されること

がない。旋律楽器の伴奏が付かない、すなわち徒歌であること

が、それら皮影戯において紀字頭による歌詞の即興を可能にし

ている、重要な要件であるといえよう。

筆者がこれまでに調査してきた、北京西派・冀東系・山陝・

海寧などの皮影戯はいずれも各地方の伝統演劇の声腔を取り入

れており、歌唱に旋律楽器の伴奏がつく。楽隊の人数は地域に

よって差異があるが、3～ 5人程度で構成されるので、事前に

音楽が決定していなければアンサンブルを整えるのは難しいだ

ろう。

前稿で考察したように、皖南大影の声腔は、湖北系の花鼓戯

の声腔である打羅腔を取り入れている。湖北の花鼓戯、および

太平天国後の移民によって湖北から伝わった皖南花鼓戯は、旧

時、打楽器の伴奏のみで、「一唱衆和」の幇腔を用いていたが、

中華人民共和国成立後の改革を経て歌唱に管弦楽器の伴奏が付

され、幇腔が廃止されている。皖南大影では 1960 年代初頭に

花鼓戯の演目が取り入れられ、それらの演目には胡弓の伴奏が
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[7]	 余従 1990	p.124。

[8]	 千田 2013	p.85。

付くが、これは改革後の花鼓戯を導入した結果である。

このようにしてみると、紀字頭による即興的な上演システム

は、声腔とともに花鼓戯から移植されたかのように見える。し

かし、豫南皮影戯では打羅腔が歌われておらず、しかもその声

腔には前述のように長短句的要素が見られる。中国の皮影戯に

は、現地で行われる伝統劇から声腔を移植する例が多く見られ

ることを考えれば、紀字頭はもとより豫南皮影戯・雲夢皮影戯

に共通する特色であり、後者が後に打羅腔を導入して声腔を変

えたと見るのが妥当であろう。

徒歌と弋陽腔

人が演じる伝統劇では、崑曲・京劇などの代表的劇種で歌唱

に伴奏がつくため、そうしたスタイルが一般的であるかのよう

に思えるが、演劇史および全国の地方劇を概観すれば、そちら

の方がむしろ新しいことが知れる。

明代に盛行した南戯には余姚・海塩・崑山・弋陽の四大声腔

が存在したが、これらは本来いずれも旋律楽器の伴奏を用い

ず、人々が唱和する幇腔を用いていた。四大南戯は明末になる

と、魏良輔の改良を経て知識層の間に大流行した崑曲と、より

通俗的な弋陽腔およびその流れを汲む諸声腔とに集約されて

いく。崑曲が笛子などの旋律楽器の伴奏を導入したのに対して、

弋陽腔系諸腔は徒歌・幇腔というスタイルを維持しつつさらに

滾調を用いるようになり、清代にかけて四大声腔の 1つである

高腔へと発展していく [7]。その流れを汲む川劇の高腔などは、

現在でも徒歌・幇腔・滾調というスタイルを保持している。徒

歌・幇腔・滾調という特色は、豫南皮影戯・雲夢皮影戯などと

も共通するものであり、それら皮影戯が弋陽腔系伝統演劇の影

響を受けた可能性を窺わせる。

その傍証となるのが祖師爺である。皖南大影の祖師爺は「杭

州鉄板橋鼓板仙師」であるとされるが、この鼓板仙師とは、田

公元帥の脇侍である敲板郎君のことであると考えられる [8]。
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[9]	 李喬 2000	pp.502 ～ 503。

[10]	 陳燕 2011	p.260。

[11]	 皮影唱腔。云梦皮影属西乡高

腔，音调高昂，甩腔多用假嗓

衔接。清中叶受江西移民带来

的戈阳腔的影响而行成，高腔，

一唱众和，不用管弦，只用锣

鼓击乐伴奏，故又称“打锣

腔”。早期的云梦是四至五人

班，前台演唱操纵只 1 人，后

台锣鼓梆由三到四人敲打。

田公元帥は田都元帥・楽王とも呼ばれる。唐玄宗の梨園の楽工

であった雷海青のことであるとされ、現在でも弋陽腔・青陽腔

系の多くの劇種が杭州鉄板橋の田公元帥を祖師爺とするととも

に、開音童子と敲板郎君を配祀している [9]。豫南でも桐柏な

どでは楽王が奉じられており [10]、これは皖南に伝播する以前

の豫南・雲夢一帯の皮影戯に共通する特色であったと考えられ、

それらが弋陽腔系演劇の影響を受けた痕跡を留めるものと理解

できよう。

宣城での現地調査を通じて入手した「雲夢皮影戯国家級非物

質文化遺産登録申請書類」には以下のように見える。

皮影の唱腔。雲夢皮影は西郷高腔に属し、音調は高らか

で、音を伸ばすところでは多く裏声に繋げる。清代中葉

に江西移民がもたらした戈
ママ

陽腔の影響により成立した。

高腔は 1人が歌って一同が和するもので、管弦を用い

ず、銅鑼・太鼓などの打楽器の伴奏だけを使うので “打

鑼腔 ” とも称する。初期の雲夢皮影戯は 4～ 5人の劇団

で、スクリーンよりで歌い人形操作をするのは 1人だけ

で、奥では鑼・鼓・梆を 3～ 4人が叩く。[11]

打羅腔が花鼓戯に起源することに言及しないといった問題が

あり、信憑性には若干の疑問が残る。しかし一般に皮影芸人は

自らの起源をより古く言う傾向があることを考えれば、清代中

葉に江西移民がもたらしたとの記載はかなり控えめであり、あ

る程度は信用することが出来よう。

前述のように雲夢皮影戯と同系の豫南皮影戯に長短句的要素

が見られ聯曲体的であること、祖師爺が弋陽腔系演劇と同じで

あることなどと総合すれば、それらの皮影戯が、高腔の影響を

強く受けているのは確実であろう。ともなれば紀字頭という方

式は、弋陽腔系演劇で用いられる、長短句の曲牌の途中に斉言
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[12]	 蜀伶新出琴腔，即甘肅調，名

西秦腔。其器不用笙笛，以胡

琴為主，月琴副之。工尺咿唔

如話，旦色之無歌喉者，每借

以藏拙焉。

の歌詞を挟み込む歌唱方式である、滾調に淵源する可能性があ

る。もっとも、弋陽腔系演劇は南戯系の台本をベースとしてい

る点で、全ての科白・歌詞を即興的に作りあげる紀字頭との隔

絶も大きく、現時点で両者を直接に結びつけることは難しい。

板腔体演劇と伴奏

前に紀字頭は、板腔体演劇歌詞の定型性をうまく利用したシ

ステムであると指摘した。ここから逆に、むしろ板腔体演劇そ

のものが、当初、そうした即興的な性質を伴っていた可能性が

浮上する。

梆子腔と皮黄腔は板腔体を代表する声腔だが、皮黄のうち二

黄調は明末の『鉢中蓮』伝奇に見える「西秦腔二犯」の「二

犯」が継承される課程で訛ったものであるとの説が有力であり、

秦腔≒梆子腔であるので、両者は同根であるといえる。

しかし、初期の梆子腔と皮黄腔については資料が乏しく、伴

奏などに言及するものは乾隆 50（1785）年刊の『燕蘭小譜』に

まで下る。

四川の俳優があらたに琴腔をはじめたが、それは甘粛の

調べで、西秦腔という。楽器に笙・笛を用いず、胡弓が

主で、月琴を添える。旋律はアーウーと話すかのようで、

旦の喉の劣るものは、しばしばそれに借りて下手である

のを隠している。[12]	 （巻五）

ここでいう「琴腔」とは、乾隆年間に四川から魏長生がもた

らし、北京で一世を風靡した秦腔を指すと思われる。

ここで「笙・笛を用いず、胡弓が主で、月琴を添える」とし

ているのは、崑曲の旋律楽器である笙・笛を胡弓に置き換えて

いることを示すし、「旦の喉の劣るものは、しばしばそれに借

りて下手であるのを隠」すからには、歌唱に演奏が重なってい

たことになる。ここから、清代中期に北京で行われた秦腔は、
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[13]	 廖奔 2012	pp.116 ～ 117 参照。

[14]	 李静慈 1956。

[15]	 中国戯曲劇種大辞典編集委員

会 1995	p.1552。

現在の梆子腔系諸劇と同様、歌唱に胡弓系楽器の伴奏を伴って

いたことがわかる。

しかし、梆子腔は明末に流行が始まったとされており、やや

時代の下る『燕蘭小譜』の記載をもって、それが当初から伴奏

を伴っていた証拠とすることはできない。梆子腔は康熙年間の

北京で既に行われていたことを考えれば、むしろ魏長生の秦

腔が伴奏を伴う点で旧来の梆子腔と相違していた、それが新

奇であったので『燕蘭小譜』の記載が生まれた、とも考えられ	

る [13]。

陝西省南部の漢中盆地の洋県で行われている皮影戯では、皮

影腔と呼ばれる声腔が歌われており、2005 年春に現地を踏査

した際、皮影芸人はそれが陝西の他のいずれの皮影戯とも異な

る由来不明のものであるとしていた。しかしその声腔は、実際

には漢中地方の地方劇、漢調桄桄にほかならない。[14]

漢中地方では中華民国時期に易俗社の改良秦腔がもたらされ

てより、漢調桄桄は衰退の一途をたどっている。現在、漢中で

はもっぱら秦腔が受容されており、漢調桄桄はほとんど途絶え

ている状況であり、そのために昨今の皮影芸人は人の演ずる漢

調桄桄を耳にしたことがなく、しかも以前のこうした知見を受

け継いでいないため、自らの皮影戯の声腔が分からなくなって

いるのであろう。

洋県の漢調桄桄皮影戯の上演を見学したところでは、過門

（前奏・間奏・後奏）には板胡などの弦楽の演奏が用いられるが、

歌唱している時には打楽器の伴奏しか付かない、すなわち徒歌

であった。漢調桄桄は関中より伝播した秦腔の古い形であると

される。その年代については明の万暦年間との伝承があるとい

うが、李自成の乱の影響などを考慮すれば、清初であった蓋然

性が高いと思われる [15]。

漢調桄桄皮影戯の事例から、現在、必ず胡琴の伴奏を伴って

歌唱される梆子腔も、明末清初の段階では徒歌であった蓋然性
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が高いといえよう。そして、過門のみに旋律楽器を用いる形態

が存在するのであれば、過門にすらも旋律楽器を用いない完全

な徒歌であった段階が初期梆子腔に存在していたとしても不思

議はなく、むしろ明代後期における弋陽腔・高腔の広がりから

考えれば、その方が自然であるともいえよう。

ともなれば、初期の板腔体演劇は上演に際して音楽的な縛り

がさほど強くなかったのであるから、ある程度の即興性が許容

されていた可能性は高く、歌詞の類型性はその痕跡を留めるも

のであると見ることもできよう。

おわりに

即興的上演方式はなぜ選択されたか

以上のように、皖南大影などに見える「紀字頭」による即興

的な上演システムは、弋陽腔・高腔の徒歌・幇腔・滾調に遡り

うる。歌詞の定型性・即興性という面については、初期板腔体

演劇が同様の特徴を有していた可能性もある。

こうした即興性は、一見説唱芸能に近いので、説唱が演劇へ

と発展する途中のプリミティブな形態を保存するもの、という

位置づけをしたくなる。むろん、そうした側面があることは否

定しないが、しかし、少なくとも清末以降の時期には、さまざ

まな伝統劇・芸能や通俗文芸作品が広範に伝播し、多様な演

劇・台本形態の選択肢があったと思われるが、そうした状況下

にあっても皖南大影などが、例えば京劇などの皮黄腔を全面的

に導入する途を選ばず、かかるスタイルを選択的に形成ないし

保存してきた、むしろその理由にこそ、それらの演劇・芸能の

社会的な存在意義が反映されていると考えるべきである。

「紀字頭」による即興的な上演システムのメリットとしてま

ず想起されるのは、レパートリーを増やすことの容易さである。

では、なぜ皖南や雲夢・豫南の皮影戯はレパートリーを増やす

必要があったのだろうか。
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[16]	 Kerl	Deustch1961。

全国の皮影戯は大多数が歴史物語をレパートリーの中核に据

えている。歴史ものとは戦争ものであり、男性庶民層の人気が

高く、農村での上演に適しているのであろう。皖南大影なども

その例に漏れない。しかし問題は、歴史物語の台本をどこから

もってくるかである。以下、皖南大影の基となった雲夢皮影戯

について考えてみたい。

雲夢周辺で行われていた花鼓戯は、世話物・恋愛物が中心で

歴史を演じない。清戯は弋陽腔の流れを汲み、聯曲体であるが、

南戯伝奇はそもそも歴史ものが少ない。このため、それらの小

戯・演劇から台本を持ってくることはできない。

一方、雲夢であれば漢劇などの皮黄系演劇が上演される機会

もあったはずである。それでも皮黄腔の歴史ものを移植せずに、

即興的に小説から上演する方法が選択されたのは、漢劇の歴史

ものでは満たせないニーズ、すなわち長大な歴史物語の全体像

を知りたいというニーズに応えるためだったのではなかろうか。

人が演ずる劇はコストが高いため、地方の県クラスの都市や

農村の廟会で連台本戯の上演が可能であったとは考えにくい

し、そもそも皮黄腔（京劇など）の連台本戯は北京で編まれた

宮廷大戯に起源するものや、『狸猫換太子』に代表される上海

で演じられたものが大半である。つまり、皮黄腔演劇の上演で

は、物語の全体像を知りたいというニーズに応えることはでき

なかったと推測される。

「紀字頭」による即興的な上演システムは、小説から直接的

に皮影戯を上演することで、かかる歴史物語への需要を満たす

ことが出来る。おそらくこれが、雲夢皮影戯や皖南大影で即興

的な上演方式が選択された理由であろう。

皮影戯と識字・小説

夙に知られるように近代以前の中国の識字率は極めて低く、

18 世紀末の段階で男性が 30%前後、女性は一桁であったとさ

れるが [16]、こと農村部では、この数字はもっと低かったもの
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[17]	 2011 年 8 月 7 日、呉金陵。

と思われる。そうしたなかにあって、皖南大影などの即興的な

上演方法では、小説を読み、豫南で戯路子、雲夢で水路子と呼

ばれる手控えを作らなくてはならなかった。すなわち、それら

の皮影戯では芸人が識字層に属していた。

皖南大影についても、我々が調査でインタビューした老芸人

の大多数が識字層に属しており、さらには呉金陵氏が、25・26

歳で団支部組織委員を、27・28 歳で文教衛生宣伝委員を担当

し、後に民兵専職教導員を 1年勤めているように [17]、農民の

指導的立場に立つ人物も含まれている。

全国の皮影戯では、冀東系の皮影戯が台本を見ながら上演す

る、所謂「翻書影」として知られている。このため冀東系の皮

影戯の芸人は大多数が識字層に属し、例えば唐山の著名な皮影

芸人である斉永衡氏が全国人民代表を務めていたり、また地域

レベルの文化行政期間のポストを与えられている芸人も多く居

見られるなど、やはり指導的立場に立つものが出ている。

一方、陝西や山西などでは、皮影戯の著名な芸人であっても、

党や政府機関の役職に就いていることはまれである。例えば、

陝西碗碗腔皮影戯の高名な芸人であった潘京楽などは、政府系

の役職に就いていない。

こうした芸人の地位の差が生まれたのは、やはり識字という

要素が大きいと考えるべきであろう。皮影戯は農民の兼業で演

じられることが多いが、冀東や皖南大影などは台本を見る必要

があるため、芸人、特に歌唱を担当する劇団の中核となる芸人

は、必然的に日々文字媒体と接触することになる。他者の台本

を抄写したり、あるいは小説から台本を書き起こす必要も生じ

る。このため、農村においては比較的文字を使いこなせる層に

属することになろう。

一方、台本を暗記して上演するタイプの皮影戯は、文盲で

あっても口伝によって科白・歌詞を暗記し上演することが可能

である。文盲でない芸人も多いが、日々、台本を読み書きしな
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くてはならない皮影戯劇種の芸人と比較すれば、文字媒体と接

触する機会は限られるので相対的に教養レベルは低くなる。

また、皖南大影などに見える、小説から直接に物語の知識を

得て上演するシステムは、台本作家を介さずに、直接に小説と

観客層である農民とを媒介するものであり、小説の流通や受容

のあり方を具体的に明らかにする珍しい事例である。すなわち、

小説の表現は多くが類型的な歌詞に置き換えられ、パターン化

された人物像やプロットとして理解されたことになる。そもそ

も通俗小説・文芸は、紋切り型の類型による人物描写を特色の

一つとするので、伝統演劇との親和性が高いのだが、一方でパ

ターンに当てはまらない人物や物語の描写には限界があっただ

ろうことも想像に難くない。

結語

以上、皖南大影の紀字頭を手がかりに、そうした上演スタイ

ルの由来や意味について、いささか考察してきたが、話が少々

広がりすぎたかも知れない。

ただ冒頭にも述べたように、中国本土における皮影戯・演劇

研究は、ジャンルの殻に閉じこもる傾向が強いが、小説・演

劇・芸能といった通俗メディアは単独で存在しうるものではな

く、それぞれのメディアとしての特質を武器として、相互に依

存・競争といった関係性をもちながら共存し、一種の生態系を

形作っていた。そして、通俗文芸全般の変化・発展は、従来、

個別ジャンルの歴史として叙述されてきたが、今後は、それら

の相互関係に目を向け、生態系システム総体の構造と変遷の解

明にも注意が向けられて然るべきであろう。本稿はそうした試

みの一歩であるとご理解頂きたい。
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雑誌『曲芸』総目録解題

氷上　正

中国語の “ 曲芸 ” は民間の説唱芸の総称である。雑誌『曲

芸』は、その名の通り中国における民間の説唱芸能に携わる芸

人や作家、評論家及びその愛好家を対象とした、全国規模とし

て出版されている唯一の専門的月刊誌である。

雑誌『曲芸』は 1957 年 2 月に創刊され、当初隔月刊であっ

たが、1958 年以降は月刊となる。ただし、1961 年から再び隔

月刊となる。文化大革命の時期に刊行が中断され 13 年間の停

刊期間があるとはいえ、2014 年 2 月現在なお刊行されており、

すでに 57 年間の歴史をもっている。

創刊時の編集方針と意義は当時の文芸路線を反映した次のよ

うなものであった。

毛沢東思想を指針とし、労働者・農民・兵士のため、社

会主義のために奉仕する方向性を持ち、百花斉放・百家

争鳴・推陳出新の方針で、創作活動を発展させ、伝統的

遺産を収集・整理し、演じ方や音曲面の改革を進め、批

評面を強化し、全国各地の活動状況や経験を交流させ、

曲芸を改革、発展させる [1]。

雑誌に掲載されている内容は、新作の曲芸作品や伝統的作品、

また曲芸に関する評論や研究論文などである。ちなみに、創刊

号の目次は以下のようになっている。

「祝賀」老舎

「従王小玉説到梨花大鼓（論文）」阿英

＊	 本稿は日本学術振興会科学研
究費補助金「近現代中国にお
ける伝統芸能の変容と地域社
会」（平成 22 ～ 25 年度、基盤研
究 (B)、課題番号：22320070、研究

代表者：氷上正）による成果の
一部である。

[1]	 在中国共产党领导下，以毛泽

东思想为指导，贯彻为了工农

兵服务、为社会主义服务的方

向和百花齐放、百家争鸣、推

陈出新的方针，大力发展曲艺

创作，推动曲艺遗产收集整理

工作，促进曲艺表演艺术和曲

艺音乐唱腔改革创新，加强曲

艺评论，交流各地曲艺工作的

情况和经验，以改革和发展曲

艺艺术。（罗杨〈我的编辑生涯〉，

《曲艺》2010 年第 2 期，页 23。）
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「劉敬亭的説書芸術（論文）」陳女衡

「富裕的査干湖（好来宝）」道爾吉	烏蘇格博彦	納賽音朝克図	

作　胡爾査	訳　

「開会謎（唱詞）」王希堅	

「吹大気（墜子書帽）王甲徳	述　劉大海	記

「帯翅的煤（鼓詞書帽）李成林	述

「風雨帰舟（岔曲）」譚鳳元	述　謝舒揚	記

「摘葡萄（清音）」胡度	記

「蛤蟆鼓児（相声塾話）」孫玉奎　

「玄都求雨（弾詞）」楊斌奎	述　姚蔭梅	整理

「周倉搶娃娃（鼓詞）」李逢春	述　王允平	整理

「孟州堂（山東快書）」高元鈞等	述　馬立元等	整理

「三喫魚（評書）」王傑魁	述

雑誌創刊後しばらくは、新作が主となり、伝統作品や小論文

が幾つか並ぶという状態が続いていた。しかし、60 年代後半

からは目次を見ただけでも分かるように、より一層政治的メッ

セージの道具と化してしまった感がある。そして、ほかの多

くの文芸雑誌と同様に、文化大革命が始まる 1966 年第 5 期を

もって停刊となる。

やがて 1977 年に文化大革命が終わり、停刊から数えて 13 年

後の 1979 年 1 月、曲芸関係者の様々な努力により、雑誌『曲

芸』は復刊を遂げた。復刊に際しての編輯方針と意義の原則は

創刊時と殆ど変わらないものであったが、それに加えて次のよ

うなものが加わった。

一世代前のプロレタリア階級の革命家を称え、四人組を

批判し、改革開放と現代化建設を表現した優秀な曲芸作

品及び客観的事実に基づいた評論を大幅に掲載する。[2]

[2]	 以大量篇幅发表歌颂老一辈无

产阶级革命家、揭批四人帮和

表现我国改革开放和现代化建

设的优秀曲艺作品，以及实事

求是的评论文章。（罗杨〈我的

编辑生涯〉，《曲艺》2010 年第 2 期，

页 25。）
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具体的にどんな内容になっているのか見るため、復刊時の雑

誌目次を記すと以下のようになる。

「為毛主席詞譜曲　賀新郎（一九二三年）」　徐麗仙	譜曲

「陳雲同志談評弾工作」

「黄鎮同志為『曲芸』復刊題詞」

「光栄的使命」本刊編集部

「撥乱反正	繁栄曲芸」陶鈍

「発揚芸術民主」侯宝林

「深切懐念毛主席」韓起祥

「把心中的思念献給敬愛的周総理」馬増芬

「珍貴的回憶」徐麗仙

「含泪緬懐周総理	追憶諄諄教誨恩」楊乃珍

「掛彩以後（常徳絲弦）」余致迪

「頌歌献給華主席（好来宝）」蒙族	那木漢

「敬愛的周総理　請您聴我唱（評弾開篇）」楊乃珍

「天安門 “四 ･五 ” 快板、唱詞選」童懐周	編選

「英雄血泪（快板書）」許多

「如此照相（相声）」姜昆	李文華

「春到膠林（西河大鼓）」郝赫	郝艶芳

「老両口争灯（二人転）」徐宏魁	王肯

「評弾工作在前進－記江蘇、上海、浙江最近召開的評弾芸

術座談会」

ここから読み取れるのは、建国間もない時代への懐古と曲芸

の立て直しへの決意ということになるであろう。ただ創刊当初

にあった伝統的な作品や評論・研究論文などはまだ掲載されて

いない。

1980 年代から 2000 年代にかけて、新作や伝統作品、評論・

論文・コラムなども掲載され、内容も充実してきた反面、映

画・テレビ・インターネットというメディアの変化に従って、
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人々の曲芸に対する意識も大きく変わり、曲芸の存在自体の危

機感が誌面に現れてくるようになる。

こうした状況を受けて、やや遅きに失した感があるが 2005

年第 7期から著名な相声芸人の姜昆が編輯主任となり、誌面は

刷新される。大きな変化としては、それまで曲芸作品が主体で

あったのを、芸人の回顧談や評伝、曲芸の歴史や逸話などを大

幅に増やしたことである。さらに、読者の声を掲載したコラム

などを設けて、現在の曲芸愛好者の要望に答えようとした。

政府公認の雑誌である『曲芸』は、ある程度政治的フィル

ターを掛けられながらも、大躍進から文革更に改革開放に到る

までの政治・経済状況や世相を反映した作品を掲載しつつ、ま

た時代に取り残されようとしている曲芸の伝統的意義を再評価

させるための工夫を試みている。そうした流れを意味のあるも

のとして、この目次リストを作成してみた。なお紙幅の都合に

より、ここでは創刊から文化大革命までの部分のみの掲載とす

る。

私自身に付いていえば、作品そのものより曲芸の逸話や曲芸

芸人の談話や評伝に興味があるので、毎月この雑誌を手にとっ

て読んでいるのだが、そういう人にもこの目録が多少の手助け

となるのではと思っている。

なお、雑誌『曲芸』は 1957 年の創刊号から 1994 年 12 期ま

でを保存したマイクロフィルムがある。この雑誌を保管してい

る大学図書館は Cinii	Books で調べることができるが、創刊号

から現在までのものを保管している図書館はないようである。
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1957 年第 1期（1957 年 2 月，总第 1期）

	● 祝贺	 老舍

	● 从王小玉说到梨花大鼓（论文）	 阿英

	● 刘敬亭的说书艺术（论文）	 陈汝衡

	● 富裕的查干湖（好来宝）

	 	 道尔吉	乌苏格博彦		纳赛音朝克图	作

	 	 	 胡尔查	译

	● 开会谜（唱词）	 王希坚

	● 吹大气（坠子书帽）	 王甲德	述	刘大海	记

	● 带翅的煤（鼓词书帽）	 李成林	述

	● 风雨归舟（岔曲）	 谭凤元	述	谢舒扬	记

	● 摘葡萄（清音）	 胡度		记

	● 蛤蟆鼓儿（相声垫话）	 孙玉奎	述

	● 程咬金出狱（评书）	 马建登	述

	● 玄都求雨（弹词）	 杨斌奎	述	姚荫梅	整理

	● 周仓抢娃娃（鼓词）	 李逢春	述	王允平	整理

	● 孟州堂（山东快书）

	 	 	 高元钧等	述	马立元等	整理

	● 三吃鱼（评书）	 王杰魁	述

1957 年第 2期（1957 年 4 月，总第 2期）

	● 提高曲艺创作的语言艺术	 王亚平

	● 访中国民间艺术家韩起祥

苏联	H	费道连科	作	钟爱梵	刘澄志	译

	● 一面光荣旗（陕北说书）	 韩起祥	述

	● 一匹布（山东快书）	 沈彭年	述

	● 两只羊羔（好来宝）	 琶杰	作		胡尔查	译

	● 二姐娃做梦（陇东道情）

	 	 	 敬廷玺	马占川	述	康尚义	整理

	● 摔西瓜（时调）	 王焚			改编

	● 蓬莱风景好（台湾蓬莱花鼓）	 薛汕	辑

	● 春江曲（台湾时调）	 薛汕	辑

	● 麦子地（相声）	 张寿臣	述	何迟	整理

	● 高机卖绡（温州龙船）黄金梅	邵昌弟	徐郭忠	

口述记录本	 吴孟前	何琼玮	整理

	● 方卿羞姑（杨州弹词珍珠塔中的一段）

	 	 	 杨州弹词艺人	张继青	原稿

	 	 	 杨州市文联	整理	窦亦武	执笔

	● 得鈔傲妻（子弟书）	 清	韩小窗

1957 年第 3期（1957 年 6 月，总第 3期）

	● 四点要求（评论）	 王尊三

	● 让曲艺这朵花开得更灿烂　首都曲艺界人士座

谈会纪要	

	● 论评书聊斋志异（评论）	 何满子

	● 试论评弹的灵活性与局限性（评论）	 左弦

	● 关于“谯楼更鼓”（评论）	 吴星南

	● “诗篇”的用处（评论）	 李效厂

	● 我重唱了“梅花调鼓书”（评论）	 郭筱霞

	● 渔女和战士（河南坠子）	 章明

	● 我是竹子　竹子是又空又硬的一种植物（相声

戏）	 	 何迟

	● 雨夜送器材（山东快书）	 俞迟

	● 关于“谯楼更鼓”（评论）	 吴星南

	● “诗篇”的用处（评论）	 李效厂

	● 我重唱了“梅花调鼓书”（评论）	 郭筱霞

雑誌『曲芸』総目録（文革以前）
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	● 渔女和战士（河南坠子）	 章明

	● 我是竹子　竹子是又空又硬的一种植物（相声

戏）	 	 何迟

	● 雨夜送器材（山东快书）	 俞迟

	● 老资格（小段儿）	 章明

	● 大实话（小段儿）	 耿瑛	搜集

	● 拔扁豆（小段儿）	 王贵合	述		李瑞	孙耀	整理

	● 年糕段儿（小段儿）

	 	 	 阊老琴	述		李瑞	孙耀	整理

	● 一百二十条腿（小段儿）	 王尊三	述

	● 八扇屏（对口相声）	 刘宝瑞	整理

	● 画扇面儿（相声垫话）	 孙玉奎	回婉华	述

	● 一阵疯（评论）	 赵亦吾

	● 风（赞）	 王尊三	述

	● 山（赞）	 王尊三	述

	● 城（赞）	 韩起祥	述

	● 英雄（赞）	 韩起祥	述

	● 典韦（赞）	 连阔如	述

	● 武将（赞）	 连阔如	述

	● 谈相声的“垫”和“支”（评论）	 张善曾

	● 冲过冰流三道河（单弦）

	 	 	 朱旭明	原作	张润源	改编

	● 李太白骑驴进宫（清音）

	 	 	 邓泽周	传本		胡度	整理

	● 巧嘴媒婆儿（单口相声）

	 	 	 张寿臣	述		何迟	整理

	● 鹦哥对诗（唱词）	 冷岩	藏本

	● 战胜暴风雨（渔鼓）

	 	 	 金万治	原作		黄祥旭	改编

	● 聋子记（金钱板　荷叶）	 鸿翔	整理

	● 五句落板（曲种介绍）	 严肃之

	● 白虎镇（扬州评话）	 王少堂	述

1957 年第 4期（1957 年 8 月，总第 4期）

	● 要挖断可右之根（评论）	 赵树理

	● 提高警惕反击右派的进攻（评论）	 王亚平

	● 打垮右派分子向曲艺界的进攻（评论）	 陶钝

	● 驳斥右派分子今不如昔的谬论（评论）	 白凤岩

	● 坚决拥护共产党领导的天下（评论）	 良小楼

	● 北京曲艺界展开反右派斗争（评论）本刊记者

	● 视和发展曲艺艺术　在山东省第一届曲艺会演

大会上的讲话摘要	 王统照

	● 吴刚夺枪（山东快书）	 西子

	● 红军过草原（岔曲）	 李广武

	● 铁脚汉　外一首（快板）	

	● 王金龙和祝英台（对口相声）	 陈长馨

	● 明天来吧（对口相声）	 董凤桐	孟宪尧

	● 妙语惊人（对口相声）	 吴辉	厚甫

	● 球迷（相声垫话）	 孙白

	● 行者让路（传统相声垫话）	 韩子廉	整理

	● 黄半仙（单口相声）	 冯不异	孙秀汶

	● 小放风筝	 李月秋	唱		熊青云	记谱

	● 两面人（清音）	 老沈

	● 借斧（山东快书）	 杜澎

	● 棉袍吃酒席（坠子）	 赵明兰	东海

	● 风雨夜归（八角鼓）	 马音白

	● 十思起（粤讴）五桂堂版	 汐子	辑

	● 张寿臣谈相声表演的经验	 张奇墀	整理

	● 相声的说、学、逗、唱与垫话（评论）	 杨铁如

	● 杨七郎打雷（评书）	 马连登	述

	● 编后记	
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1957 年第 5期（1957 年 10 月，总第 5期）

	● 斗争右派，检查自己（评论）	 老舍

	● 评弹界两条道路的斗争（评论）

	 	 左弦	李庆福	唐耿良

	● 我的今昔　斥右派的谬论（评论）	 骆玉笙

	● 不许何迟利用相声放射毒箭（评论）	 蓝澄

	● 李国春卖的什么药（评论）	 里正

	● 曲艺界反右派斗争正在深入开展（评论）

	 	 	 本刊记者

	● 双窩车（山东快书）	 杜澎

	● 届驴（山东快书）	 章振荣

	● 红胳膊箍（单弦）	 乔野

	● 杭滩的复活	 石宪章

	● 夜走昆仑（单弦）	 赵宗之	陈村	郑策

	● 第三件棉袄（评书）	 陶钝

	● 猴吃牛（唱词）	 梁燃尧

	● 哭（快书）	 李战英	刘司昌

	● 比高大（金钱板）	 洪弩

	● 书生游泳（快书）	 王世才

	● 烤西瓜（快书）	 孙逊

	● 接生（快书）	 燕平

	● 孟姜女（唱词）	 王尊三	王亚平

	● 罗成叫关（京韵大鼓）

	 清	韩小窗	作	白凤岩	白凤鸣	王决	整理

	● 顺情说好话（相声垫话）	 彦授宸	述

	● 小抬槓（相声垫话）	 武魁海	述		胡仲仁	记

	● 剑阁闻铃（唱词）	 清	佚名

	● 马武大闹武考场（评书）	 高豫祝	述

	● 编后记	

1957 年第 6期（1957 年 12 月，总第 6期）

	● 从双月刊到月刊	 编辑部

	● 人造卫星大闹天宫（车灯）	 曾右石

	● 老杨开车（山东快书）	 许多

	● 卖肥猪（山东快书）	 李育才

	● 瓜田记（唱词）	 左邻

	● 底漏（相声垫话）	 金常宝	述

	● 半夜鸡叫（单弦）	 章振荣	田和琪	改写

	● 秦岭低头（山东快书）	 崔巍

	● 王小丁反蒋归正（四川评书）	 朱祖贻

	● 坐飞船（相声）	 冯不异

	● 错中错（相声）	 黄凤桐	孟宪尧

	● 隐身草（快板）	 李润杰

	● 吃烧饼（山东快书）	 张元庆		王允平

	● 海底反（福建锦歌）

	 	 	 洪道	述		陈郑暄	记	白柯	整理

	● 县长下乡（唱词）	 张庚辛

	● 县官验尸（唱词）	 萧钦

	● 画虎（山东快书）	 赵连甲

	● 大酒缸（山东快书）	 刘秉刚

	● 游灯节（山东快书）	 许可

	● 孟姜女（唱词）	 王尊三	王亚平

	● 牛皋代狄雷辨冤（扬州评话）	 夏筱台	述

1958 年第 1期（1958 年 1 月，总第 7期）

	● 下乡上山，锻炼曲艺队伍（社论）	

	● 祝曲艺推陈出新，繁荣昌盛（评论）	 刘芝明

	● 迷路汜（湖北渔鼓）	 郭寿	李兆普

	● 翻身记（陕北说书）	 韩起祥

	● 喜相逢（快板书）	 王长贵

	● 双担心（山东快书）	 宋文贵

	● 假医师找真医师（唱词）	 刘国华
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	● 闲扯皮儿（山东快书）	 孔令保

	● 接姑娘（山东快书）	 崔光斗

	● 洗衣计（京韵大鼓）	 任红举

	● 老好人（相声）	 陈志鹏

	● 我也先进（相声）	 李林

	● 红军强渡大渡河（评书）	 乃禾

	● 曲艺动态	

	● 征求短篇评书启事	

	● 编后记	

1958 年第 2期（1958 年 2 月，总第 8期）

	● 田素芳回乡生产（山东快书）	 国滌

	● 雨过天晴（鼓词）	 张仿佗

	● 乱弹琴（山东快书）	 张玉龙

	● 过沙河（山东快书）	 崔学文	刘铁城

	● 不怨孙悟空（山东快书）	 芳菲

	● 拾粪（山东快书）	 孙澄生

	● 白馒头（山东快书）	 高富

	● 卖丫鬟（三弦书）	 袁清岑	王国栋	整理

	● 杨州评话艺人王少堂和他的“水浒”	 许虹生

	● 谈相声表演的“火候”	 高德明	述

	● 智取警察局（山东快书）	 西子

	● 风雪梦（相声）	 刘一凡

	● 夜探燕郊（四川评书）	 何畏

	● 阚泽下书（评书）	 高再华	述

	● 曲艺动态	

	● 编后记	

1958 年第 3期（1958 年 3 月，总第 9期）

	● 北京曲艺界向全国曲艺工作者倡议	

	● 鼓足革命干劲，努力歌唱我们的伟大时代	

	● 怎样解决曲艺后一代的问题（评论）	 陶钝

	● 在十三陵水库工地上（快板四首）

	 	 	 德崇　于学业等

	● 僮族人民喜洋洋（快板年）	 黄家湘

	● 二上庐山（山东快书）	 刘振武		野马

	● 炒豆（唱词）	 徐明举

	● 两只母鸡（山东快书）	 陈七一

	● 光荣的航行（岔曲）	 李广武

	● 打票车（山东快书）	 武汉卿

	● 七里桥八里湾（快板）	 程秀兰

	● 赶鸡（唱词）	 刘勇

	● 忆鼓王刘宝全（评论）	 刘叶秋

	● 积极说唱新书词（评论）	 陈逢

	● 歪风必须纠正（评论）	 陈喆		刘宪臣

	● 北大洋的寒潮（相声）	 刘宝瑞	李厚甫

	● 如此售货员（相声）	 韩廷赞

	● 孤岛擒匪记（评书）	 未艾

	● 曲艺动态	

	● 编后记	

1958 年第 4期（1958 年 4 月，总第 10 期）

	● 曲艺界拿出干劲来	 老舍

	● 大家来写曲艺作品	 田汉

	● 我们要在思想上跃进	 赵树理

	● 磨石花开（山东快书）	 张园芳

	● 老电工（京韵大鼓）	 夏之冰	作		小彩舞	修改

	● 借布票（山东快书）	 刘筱林

	● 玻璃瓶（顺口溜）	 葛庆成

	● 大跃进快板 13 首	 林青等

	● 送骡驹（山东快书）	 凤来

	● 赵老汉比犁（快板）	 施元钦

	● 妇女井（单弦）	 华国文
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	● 嫦娥赞月（时调）	 王允平

	● 儿女亲家（鼓词）	 左邻

	● 我在自来屯	 侯宝林

	● 评弹是怎样争取新听众的	 左弦

	● 我对演唱“雨过天晴”的体会	 马增芬

	● 演“田素芳还乡生产”有感	 刘洪滨

	● 三合油（相声）	 郎德沣

	● 满载而归（相声）	 苏文茂

	● 黄“青天”（评弹）	上海市人民评弹团集体创作

	● 曲艺界在大跃进中	

	● 编后记	

1958 年第 5期（1958 年 5 月，总第 11 期）

	● 鼓起干劲促使曲艺研究工作大跃进	 陶钝

	● 六一儿童节特辑

	○ 试验田（相声）	 老舍

	○ 红色小英雄（湖北渔鼓）	 廖才昭

	○ 娃娃捉“妖”	（鼓词）	 张仿佗

	○ 小平买书（单弦）	 高剑平	张喜林

	○ 英雄树（河南坠子）	 王亚平

	○ 小小孩儿家（渔鼓儿歌）	 沈彭年

	○ 苏环打虎（评书）	 任红举

	○ 儿童们也需要曲艺	 中国少年报

	● 双反 ( 相声 )	 老舍

	● 血肉相连亲兄弟（山东快书 )	 宋文贵

	● 逮麻雀 ( 单琴大鼓 )	 陆宝贵

	● 下放农村 ( 青海平弦 )	 西宁平弦小组艺人编

	● 大少爷 ( 相声 )	 董凤桐	李文贵

	● 五六七	 剑堃		崇祐

	● 黄“青天”( 评弹 )

	 上海市人民评弹工作团集体创作

	● 方四娘 ( 回族宴席曲 )	王生良等唱		冯增茂整理

	● “迷路记”的艺术特点 ( 作品评论 )	 沙鸥

	● 曲艺演员进了农业大学	 王决

	● 从“三侠剑”到“林海雪原”	 陶湘九

	● 农业社里的曲艺组	 赵健

	● 三弦书 ( 曲种介绍 )	 张凌怡

	● 街头说唱	

	● 曲艺动态	 简讯

	● 改版启事	

	● 编后记	

	● 下种 ( 剪纸 )	 林曦明

1958 年第 6期（1958 年 6 月，总第 12 期）

	● 在生产大跃进中迎接曲艺会演（社论）	

	● 降九龙（湖南渔鼓）	 李恕基

	● 打钟（山东快书）	 杨立德	张军

	● 抢渡黄沙河（金钱板）	 陈有年

	● 三愿意（河南坠子）	 郗潭封

	● 风雪之夜（安徽大鼓）	 缪文渭

	● 人民英雄纪念碑（湖北渔鼓）	 丁力

	● 打旱井（唱词）	 韩起祥

	● 刘胡兰就义（京韵大鼓）

	 白凤岩	良小楼	赵定方	编写

	● 爬窗户（单口相声）	 向阳

	● 心花怒放（相声）	 孙玉奎

	● 永不残废的心（四川车灯）	 谭光武	张太明

	● 山村的春天（山东快书）	 胡沁

	● 白娘盗草（评弹）	 杨仁麟	述		罗时宏	整理

	● 雨过半天晴（作品评论）	 曲文

	● 我的学习经过（演员谈经验）

	 扬州评话演员	王丽堂
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	● 青海平弦（曲种介绍）	

	● 画扇子（青海平弦）	 民间艺人	祁永昭

	● 黄“青天”（评弹）	上海市人民评弹团集体创作

	● “布谷鸟”月刊（说唱期刊简介）	 国元

	● 曲艺动态，曲艺月刊改版启事	

	● 编后记	

1958 年第 7期（1958 年 7 月，总第 13 期）

	● 高举红旗，带领曲艺界前进—迎接中国曲艺

工作者第一次代表大会（社论）	

	● 龙王辞职（西河大鼓）

	 王书祥	王林泉	孙起声	王汇南	原作

	● 秦皇岛市文联	 整理

	● 哥哥妹妹比着干（信天游）	 韩起祥

	● 我们的力量能征天（快板）	 李绪藷

	● 总路线光辉照四川（花鼓）	 锺炼

	● 十三陵工地快板—“十三陵水库畅想曲”插

曲—	 田汉

	● 闹山坡（河南坠子）	 三洛贵

	● 姑娘抢鎬（山东快书）	 锺兵

	● 一船粮（四川清音，花鼓）	 老沈

	● 林奶奶（快板）	 肖杰

	● 礼拜天（单弦）	 许多

	● 夜宿长宁坡（山东快书）	 王浩	仲州

	● 把红旗插到评书界（评论）	 老舍

	● 我是怎样向生活学习的（演员学习心得）

	 傅泰臣

	● 上大学（相声）	 沈彭年

	● 朱德能创造防护罩（走书）

	 宁波市曲艺创作小组集体讨论	应毅	执笔

	● 走书（曲种简介）	

	● 满堂红（评书）	 张智

	● 曲艺动态	

	● 编后记	

1958 年第 8期（1958 年 8 月，总第 14 期）

	● 第一届全国曲艺会演特辑	

	● 在第一届全国曲艺会演开幕式上的讲话

	 中华人民共和国文化部部长	刘之明

	● 让曲艺发挥更大的宣传教育作用	 	

	 	 人民日报评论员

	● 向曲艺学习	 阳翰笙

	● 欢迎！祝贺！	 老舍

	● 曲艺在繁荣，发展—全国曲艺会演印象之

一	 	 吕骥

	● 歌唱伟大的党	 傣族	波玉温

	● 我们要“厚今薄古”，“古为今用”	 王少堂

	● 齐来歌唱新时代（好来宝）	 蒙族	帕杰

	● 文艺尖兵大会师—记首届全国曲艺会演	

	● 姑娘的“婚事”（坠子）	 刘报华

	● 看女儿（盘子）	 蔡佳伶	改编

	● 破监记（锦歌）	 陈芳	原作		林鹏祥	改编

	● 总路线光芒照边疆（昆明扬琴）	 夏国云

	● 思想插上大红旗（弹词开篇）	 朱雪琴	徐雪月

	● 活动之家（相声）

	 中央人民广播电台说唱团相声组创作

刘宝瑞		郭全宝	执笔

	● 和平的钟声（唱词）	 王亚平

	● 和平公报满天飞（陕北说书）	 韩起祥

	● 人民力量大无穷（快板）	 贾连芳	刘田利

	● 美英佬赛跑（快板）	 亦定素

	● 挖泉源（坠子）	 杜綬青



	 雑誌『曲芸』総目録解題（氷上）	 65

	● 十大怪（武乡琴书）

	● 山西省文化艺术干部学校曲艺研究班集体讨论

张祖刚	执笔

	● 老韩说书给大家听（陕北说书）	 韩起祥

	● 插秧老状元（山东快书）	 刘宪臣	张地

	● 双探宝（鼓词）	 张圆芳	陈杰

	● 团长下伙房（山东快书）	 任红举

	● 三喜临门（相声）	 张玉堂	郑日安

	● 灵泉洞（评书）	 赵树理

	● 编后记	

1958 年第 9期（1958 年 9 月，总第 15 期）

	● 充分发挥曲艺的文艺尖兵作用（人民日报社

论）	

	● 发展新曲艺，为社会主义服务	 周扬

	● 曲艺工作在总路线的光辉照耀下前进	 陶钝

	● 演唱新作品的体会	 高元钧

	● 谈谈我的创作	 孙来葵

	● 打击美国狼（山东快书）	 高元钧	陈清波

	● 咱们街道大变样（唱词）	 肖煜	周森

	● 母女夜话公社（唱词）	 吕振勋

	● 万炉出钢（快板）	

	● 鱼米之乡要产钢（唱词）	 绥之

	● 干劲冲天放红光（陕北说书）	 韩起祥

	● 李大贵治水（唱词）	 吉学霈

	● 夜闹老龙湾（坠子）	 宫钦科

	● 东风吹遍汽车城（快板）	 田维焕

	● 造红旗（快板）	 赵鹏万

	● 东风绝对压西风（弹词开篇）	 灵犀

	● 美国卫星见龙王（顺口溜）	 杨克南

	● 怀古病（相声）	 傅同

	● 灵泉洞（评书　长篇连载）	 赵树理

	● 对相声“大少爷”的意见（作品讨论）	 王焚等

	● 编后记	

1958 年第 10 期（1958 年 10 月，总第 16 期）

	● 争取文学艺术的更大跃进（人民日报社论）	

	● 小技术员战服神仙手（评书）	 范乃仲

	● 修炉（快板）	 安风生

	● 天安门上红灯亮（快板）	 刘征

	● 步步向着天堂走（快板）	 坞堆

	● 我不扭秧歌怎能成（快板）	 李多

	● 比丰产（山东快书）	 周树芳

	● 三遇文化岗（唱词）	 王彻

	● 爸爸当了土专家（四川清音）	 老沈

	● 洪湖人民爱革命（洪湖渔鼓）	 廖才昭

	● 精神病新编（相声）	 张克夫

	● 灵泉洞（评书　长篇连载）	 赵树理

	● 大家合作	 老舍

	● 坚决做党的宣传员	 叶英美

	● 对相声“大少爷”的意见（作品讨论）	 	

	 	 西门炎等

	● 为钢铁而战，为钢铁而歌（通讯）	 苏文

	● 编后记	

1958 年第 11 期（1958 年 11 月，总第 17 期）

	● 六放曲艺“卫星”（社论）	

	● 我的几点希望	 郑振铎

	● 我是怎样生活和创作的	 韩起祥

	● 评书创作的新收获（作品评论）	 卞耕

	● 讽刺必须忠实于现实生活（作品评论）	 纪岩

	● 唱前线（快板）	 李润杰

	● 八号僚机（单弦）	 陶钝
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	● 差点死淘金记（快板）	 柯原

	● 美帝十三属（相声）	 丘人

	● 王大娘要枪（山东快书）	 建乃积

	● 磨亮红缨枪（山东快书）	 李福顺

	● 钢铁民兵营（快板）	 刘永祥

	● 钢刀王（山东快书）	 马俊荣

	● 土炉炼钢架火箭（单弦）	 	

	 	 天津人民广播电台曲艺团

	● 卖掉铜佛爷（快板）	 刘国榜

	● 夜战陈家山（快板）	 红旗钢铁团一战士

	● 风流人物出今天（快板）	 北马	范学信

	● 小英放学回到家（快板）	 赵茯葆

	● 漫游北大仓（数来宝）	 王珍

	● 活鲁班和赛水牛（金钱板）	 彭纲	曾仲曲

	● 人民公社好（相声）	 小立本	杨海荃

	● 难忘的日子（河南坠子）	 国滌

	● 将军当兵（数来宝）	 张大明	徐厚贤

	● 如今新人新事多（快板）	 方日高

	● 灵泉洞（评书　长篇连载）	 赵树理

1958 年第 12 期（1958 年 12 月，总第 18 期）

	● 挖砖记（评书）	 张玉桐

	● 界牌村（唱词）	 范乃仲

	● 请教授（河南坠子）	 赵兴堡

	● 休息监督岗（唱词）	 张棣华

	● 寻了个媳妇是个大学生（河南坠子）	 	

	 	 樊春秀	钟成修

	● 老砖的棉袄（河南坠子）	 肖杰

	● 擦油泥（单弦）	 张继发

	● “养猪元帅”万永祥（山东快书）	 梅门造

	● 夸厨师（山东快书）	 田夫

	● 钢铁运输兵（三棒鼓）	 金春华

	● 一只风匣（唱词）	 张毓麟

	● 渡海擒敌（山东快书）	 狄平

	● 母子赛射击（山东快书）	 张家祥

	● 我连有个老列兵（快板）	 魏锡光

	● 炮火下的红领巾（唱词）	 白刃

	● 英雄炮手李金山（唱词）	 李润杰

	● 英雄小八路（相声）	 马季	赵世忠

	● 宏伟的现实，远大的理想	 江崖

	● 大家都来评论曲艺创作	 严砭

	● 岁末话创作	 编辑部

	● 曲艺消息	

1959 年第 1期（1959 年 1 月，总第 19 期）

	● 学习党的八届六中全会决议，进一步发展和提

高曲艺工作	

	● 月宫迎嘉宾（四川清音）	 伍歌

	● 羣星翩舞迎新星（三棒鼓）	 金春华

	● 赞三军（快板）	 李润杰

	● 两个西瓜（时调）	 王毓宝

	● 送白面（西河大鼓）	 张仿佗

	● 不服老（山东快书）	 张诚

	● 革新的火花（单弦）	 许多

	● 钉钮扣儿（唱词）	 李福顺

	● 活木龙（快板）	 张喜彦

	● 瑶族战士盘有富（广西渔鼓）	 马光琳

	● 为的社会主义早实现（山东快书）	 章振荣

	● 过关记（湖北渔鼓）	 刘季生

	● 时间老人过中国（山东快书）	 张瀛

	● 幸福的道路（相声）	
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	 甘肃人民广播电台说唱队集体创作

	● 罗虎大闹浪击咀（评书）	 李凤琪

	● 歌颂新人新事的相声创作	 程里

	● 对目前相声创作的几点看法	 施严济

	● 谈谈我写曲艺作品的几点体会	 范乃仲

1959 年第 2期（1959 年 2 月，总第 20 期）

	● 月夜荡泥船（唱词）	 王鸿

	● 回娘家（河南坠子）	 里竹	王玉

	● 看女婿（山东快书）	 俞迟

	● 文化还家（四川清音）	 吴林

	● 张老汉吓了一大跳（山东快书）	 于振龙

	● 六班的理发馆（山东快书）	 臧肇顺

	● 党的好女儿（四川清音）	 杨遐龄

	● 再莫耍花招（渔鼓）	 刘长荪

	● 马山涧山河对话（快板）	佘式旺	奉隆祥	黄河北

	● 新嫂嫂积肥订指标（快板）	 兴志

	● 夜送粪（快板）	 耿锡勋

	● 报喜（相声）	 王国祥

	● 炼钢记（相声）	 王治民

	● 王景胜老大爷（评书）	 张玉桐

	● 斗杀西门庆（评书）	 王少堂	口述

	● 说工和做工	 王少堂	口述

	● 大家评论曲艺创作	 蔡国瑞等

	● 听新评书	 肖祖平

	● 编者的话	

1959 年第 3期（1959 年 3 月，总第 21 期）

	● 寻宝记（评书）	 程厚印

	● 模范炊事员（唱词）	 孙来奎

	● 飞崖走壁探肥源（湖北渔鼓）	 柳荫

	● 让车（唱词）	 张仿佗

	● 密云水库春光好（岔曲）	 王决

	● 在公路上（山东快书）	 马俊荣

	● 李团长买鱼（山东快书）	 焦炳琨

	● 高空燕（单弦）	 许多

	● 吃饭不要钱（渔鼓）	 袁勤忠

	● 双戴花（快板）	 曹海	秀琴

	● 伟大的祖国（快板）	 王老九

	● 全家都是英雄汉（快板）	 陈贤昊

	● 千里淮北变江南（快板）	 陈广兰

	● 建筑英雄谱（相声）	 赵连甲	张述今

	● 冰花（相声）	 沈诗钰

	● 斗杀西门庆（评书）	 王少堂	口述

	● “普人”（相声垫话）	 叶利中	口述

	● 冷书和热书	 王少堂	口述

	● 任务赶得好	 陈逢

1959 年第 4期（1959 年 4 月，总第 22 期）

	● 兄弟擂台（评书）	 未艾

	● 让化肥（唱词）	 钟成修

	● 青海好（数来宝）	 刘学智	徐乾学	刘洪滨

	● 公社的假日（唱词）	 王鸿

	● 一件皮大衣（数来宝）	 易先成

	● 刘大姑（湖北渔鼓）	 扬子江

	● 姑娘闹海（夜夜游）	 李伟清

	● 交通警英勇拦惊车（山东快书）	 郎德澧

	● 万里传书（唱词）	 涛万

	● 大西北复活（山东快书）	 刘智深	兰玉亭

	● 植树小唱（小调）	 马宝山	辑

	● 送粪为了多打粮（快板）	 春雨

	● 孙悟空没有咱们能耐大（相声）	 任红举

	● 寻宝记（评书）	 程厚印
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	● 值得推荐	 虞生

	● 读张老汉吓了一大跳	 陈永昌

	● 一篇好评书	 朝阳

	● 编后记	

1959 年第 5期（1959 年 5 月，总第 23 期）

	● 藏族牧童扎克雄（单弦）	 文国华

	● 金大炮（单弦）	 张继发

	● 盲人翻身乐（鼓词）

温州市盲人综合工厂集体创作			征庆	执笔

	● 探路记（鼓词）	 少伯

	● 买布记（鼓词）	 张棣华

	● 小小发明家（鼓词）	 张仿佗

	● 一条辫子八丈长（山东快书）	 赵沛

	● 新学员（快板）	 储亚夫

	● 追车（单口相声）	 李凤琪

	● 杂谈“空城计”（相声）侯宝林	董凤桐	李文贵

	● 洪峰英雄（评话）	 刘伟清

	● 杰娃子单身缴机枪（四川评书）	 白晓朗

	● 陈洪辩罪（扬州评话）	 王少堂	述

	● 相声的演变和发展（论文）	

张寿臣	侯宝林	郑青松	孙玉奎	集体讨论

孙玉奎	执笔

	● 曲艺音乐的特点（论文）	

	● 白凤岩

	 王万芳	良小楼	章辉	集体讨论	章辉	执笔

1959 年第 6期（1959 年 6 月，总第 24 期）

	● 长空激战（山东快书）高元钧	 刘洪滨	刘学智

	● 二班的秘密（山东快书）	 程寿彬

	● 六大员（数来宝）	 	

	 	 张彤芳	邓绍炜	廖纪蓉	张礼华	王春绮

	● 老将军让车（山东快书）	 焦乃积

	● 登记（金钱板）	 袁兴嘉

	● 新兵和班长（四川评书）	 杨雅都

	● 不敢！不敢！（相声）	 章明

	● 爱民模范王兴元（唱词）	 张杰

	● 陈洪辩罪（扬州评话）王少堂	 述

	● 字象（相生）清	 朱少文

	● 白头翁的故事（单弦）	 文国华

	● 曹佬佬借炸药（小热昏）	 安忠文

	● 小三毛智骇川军（车灯）	 碎石

	● 修车（鼓词）	 王玉生

	● 鼓曲表演艺术革新谈（论文）	 严纪

	● 从一幅漫画谈起（短评）	 虞生

	● 编后记	

1959 年第 7期（1959 年 7 月，总第 25 期）

	● 提高曲艺创作质量，迎接国庆十周年	 	

	 	 本刊编辑部

	● 江竹筠（四川清音）

重庆市曲艺团集体创作

张尚元	姜贤儒	张琦	执笔

	● 昨天（相声）赵忠	 常宝华	钟艺兵

	● 谈相声昨天	 老舍

	● 昨天是段好相声	

	● 高凤山	 高德明	谭伯如	王长友	王世臣	赵玉贵

	● 创作相声昨天的几点体会	 赵忠	常宝华	钟艺兵

	● 神勇炮手安业民（西河大鼓）	 王尊三

	● 情谊（唱词）	 吴毓璞

	● 好闺女（河南坠子）	 赵清涧

	● 改名记（快板）	 张南棣

	● 两匹马（相声）	 徐忠祖	杜家	杜鹃
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	● 关于相声问题的讨论（天津通讯）	 章岚

	● 北京的老书馆儿（北京史话）	 金受申

	● 老地保（中篇评弹连载）

上海市人民评弹团集体整理

刘天韵	严雪亭	周云瑞	执笔

	● 编者的话	

1959 年第 8期（1959 年 8 月，总第 26 期）

	● 对话（相声兼复华君武同志）	 侯宝林

	● 听相声（漫画　给侯宝林同志的信）	 华君武

	● 相声演员侯宝林（照片五幅）	

	● 谈“包袱儿”	 严笑

	● 听了《昨天》更爱昨天	 李之华

	● 哥儿俩好（相声）	 陈沫

	● 义务工程师（相声）	 王国祥

	● 神兵天降（相声）	 刘宝瑞

	● 海上红帆（唱词）	 王立叶

	● 玉麒麟（鼓词）	 孙用

	● 宝贵经验（山东快书）	 刘筱林

	● 谈《二班的秘密》	 辛冶

	● 评《老将军让车》	 陈逢

	● 老书馆见闻琐记（一）	 金受申

	● 寻明湖居	 顾曲舟

	● 老地保整理经过	 左絃

	● 老地保（中篇评弹连载）

上海市人民评弹团集体整理

刘天韵	严雪亭	周云瑞	执笔

1959 年第 9期（1959 年 9 月，总第 27 期）

	● 庆祝国庆十周年	

	● 提高曲艺艺术为社会主义建设服务	 陶钝

	● 有一分热发一分光	 王少堂

	● 相声语言的革新	 老舍

	● 心里的话	 王尊三

	● 向党汇报	 肖顺瑜

	● 歌颂大跃进是我们任务	 本刊评论员

	● 开国十年来曲艺界大事记	 曲艺月刊社资料室

	● 十大吉祥 ( 相声 )	 席香远

	● 喜讯飞来万民欢 ( 数来宝 )	 	

	 	 刘洪滨	徐学乾	刘学智

	● 欢呼公报 ( 粤曲 )	 白燕仔

	● 公社好 ( 数来宝 )	 沈彭年

	● 好阿姨 ( 调曲子 )	 刘炳	蒋敬生

	● 渔家夜雨 ( 评弹 )	 李凤瑛

	● 他是一个兵 ( 相声 )	 章明

	● 找舅舅 ( 相声 )	 马季

	● 打龙山 ( 渔鼓 )	 ( 土家族 ) 田紫云

	● 老书馆见闻琐记 ( 二 )	 金受申

	● 西河大鼓 ( 曲种介绍 )	

	● 老地保 ( 中篇评弹连载·续完 )

上海市人民评弹团集体整理

刘天韵	严雪亭	周云瑞	执笔

1959 年第 10 期（1959 年 10 月，总第 28 期）

	● 江南春潮 ( 中篇评弹创作选载 )	 	

	 	 周云鹏	杨振言	集体创作

	● 东海前线英雄多 ( 西河大鼓 )	 王力叶

	● 刮胡子 ( 河南坠子 )	 艺卒	曲兵

	● 银环求药 ( 徐州琴书 )	 任红举

	● 智闯鄱阳 ( 湖北评书 )	 沈报寿	阮竹青

	● 海河说唱专页	 海河说唱编辑部供稿

	● 雨夜补桥人 ( 山东快书 )	 卓夫

	● 桥 ( 相声 )	 穆成仁
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	● 我们是怎样建立底活的	天津市和平区曲艺杂技

团

	● 笔谈　鼓曲表演艺术如何革新	也谈曲艺表演

艺术之革新	 曾右石

	● 不能离开曲艺特点谈改革	 许虹

	● 跃进中的青年曲艺队	 鲁平整理

	● 谈好阿姨的人物创造	 马锐

	● 老书馆见闻琐记 ( 三 )	 金受申

	● 评弹 ( 曲种介绍 )	

1959 年第 11 期（1959 年 11 月，总第 29 期）

	● 说唱当代英雄是我们光荣的任务 ( 社论 )	

	● 庆祝群英大会特辑	

	● 英雄赞 ( 岔曲 )	 陶钝

	● 工农合唱东方红 ( 牌子曲 )	 沈彭年

	● 采油姑娘 ( 河南坠子 )	 马锐

	● 战《黑雪》( 牌子曲 )	 锺成修

	● 党的女儿　徐学惠 ( 京韵大鼓 )	 许多

	● 白雪红心 ( 山东琴书 )	 丁素

	● 红旗食堂 ( 相声 )	 冯不异

	● 三打醋 ( 河南坠子 )	 郗潭封

	● 服务标兵 ( 相声 )	 孙玉奎

	● 群英会上红旗飘 ( 数来宝 )	 沈彭年

	● 向群英大会的英雄们致敬 ( 宣传画 )	 芦沉

	● 笔谈　鼓曲表演艺术如何革新	从评弹看曲艺

表演艺术的革新	 左弦

	● 继承传说　革新	曲艺表演艺术	 曲兵

	● 老书馆见闻琐记 ( 四 )	 金受申

1959 年第 12 期（1959 年 12 月，总第 30 期）

	● 曲艺必须多快好省地为社会主义建设服务	本刊

记者

	● 虚心学习　继续跃进		 郭文秋

	● 根据内容和曲艺特点进行艺术改革 ( 座谈会纪

要 )	 	 本刊记者

	● 学英雄	 写英雄

	● 老英雄 ( 渔鼓 )	 刘金芳

	● 革新能手魏高厚 ( 西河大鼓 )	 王决

	● 	学先进 ( 相声 )	 郗潭封

	● 高速 ( 中篇评弹连载 )	 邱肖鹏	徐檬丹

	● 翻六番 ( 道情 )	 小南	牛鸦	渔舟

	● 老邻居 ( 鼓词 )	 毛金

	● 巧探金抄 ( 徐州琴书 )	 任红举

	● 幸福的二代 ( 山东快书 )	 李英杰

	● 草原赞 ( 岔曲 )	 牧草

	● “说演弹唱”专页	 《说演弹唱》编辑部供稿

	● 老石匠下乡 ( 唱词 )	 侯树槐

	● 粘糜子 ( 数来宝 )	 苏玛口述

	● 缝兜 ( 山东快书 )	 张铭超

	● 深入工农发挥尖兵作用 ( 照片三幅 )	

	● 山东琴书 ( 曲种介绍 )	

1960 年第 1期（1960 年 1 月，总第 31 期）

	● 三呼万岁（牌子曲）	 沈彭年	冯不异

	● 绣纱灯（唱词）	 孙维钧

	● 开门见喜（山东快书）	 焦乃积

	● 红布衫（西河大鼓）	 孙来奎

	● 选女婿（山东快书）	 姚洪喜

	● 月夜拣粮（二人转）	 刘毓馨

	● “闷击炮”改工具（唱词）	 高富

	● 三条苦瓜（牌子曲）	 章明

	● 过新年（相声）	 老舍

	● 养猪迷（相声）	 孙玉奎
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	● 西河大鼓唱腔的革新（论文）	 马增芬

	● 曲艺标兵孙玉奎（报刊文摘）	 茂林

	● 发热与流泪（短论）	 李凯

	● 湖北渔鼓（曲艺介绍）	 本刊资料室

1960 年第 2期（1960 年 2 月，总第 32 期）

	● 论曲艺音乐的发展 ( 论文 )	 吕骥

	● 曲艺艺术的新面貌 ( 论文 )	 陶钝

	● 到生产第一线去 ( 创作经验 )	 孙来奎

	● 演唱梅花大鼓《罗昌秀》的体会	 周文如

	● 学习孙来奎 , 赶上孙来奎 ( 短评 )	 编者

	● 千亩田 ( 西河大鼓 )	 孙来奎

	● 水库颂 ( 岔曲 )	 锺成修

	● 友谊手 ( 京韵大鼓 )	 许多

	● 十里柳堤岸 ( 四川清音 )	 蒋维明

	● 正气歌 ( 京韵大鼓 )	 姚希云作		陈寿荪整理

	● 长虹万里 ( 相声 )	 刘一凡	高剑平	张喜林

	● 高速 ( 评弹 )	 邱肖鹏	徐檬丹

	● 四川清音 ( 曲种介绍 )	 本刊资料室

1960 年第 3期（1960 年 3 月，总第 33 期）

	● 认真学习毛泽东思想 ( 社论 )	

	● 万岁毛泽东 ( 好来宝 )	 蒙族	帕杰

	● 为了六十一个阶级弟兄 ( 曲艺联唱 )	

	 	 中央广播说唱团

	● 改造思想 , 大步前进 ( 学习心得 )	 侯宝林

	● 用毛主席思想武装自己 ( 学习心得 )	 孙来奎

	● 绣出遍地幸福花 ( 木鱼 )	 张富文

	● 活孔明巧胜小霸王 ( 金钱板 )	 黎昌沛

	● 买画 ( 唱词 )	 高元钧	孙来奎	李润杰	常宝华

	● 威震海外 ( 相声 )	 谭伯如	王长友	刘司昌

	● 盗古贼 ( 相声 )	 冯广月

	● 光荣夫妻 ( 唱词 )	 王振海	张德山

	● 姐俩积肥 ( 唱词 )	 李海发

	● 模范饲养陈世发 ( 河南坠子 )	 	

	 	 河南平兴县文化馆创作组

	● 两碗豆油 ( 唱词 )	 张凤山

	● 高速 ( 评弹 )	 邱肖鹏	徐檬丹

	● 《青海好》的创作体会 ( 创作经验 )	 刘学智

	● 听曲有感 ( 短评 )	 联抗

	● 《三条苦瓜》读后 ( 作品评论 )	 范云

	● 我们活跃在生产第一线 ( 通讯 )	 窦荣光

1960 年第 4期（1960 年 4 月，总第 34 期）

	● 城市公社红旗飘 ( 数来宝 )	 许群

	● 好榜样 ( 相声 )	 马季	王决

	● 心病先生 ( 相声 )	 孙玉奎

	● 人人都夸服务站 ( 盘子 )	 张尚元

	● 巧大嫂 ( 书帽 )	 张宪彬

	● 一定能办好 ( 评弹 )	 唐耿良	朱慧珍

	● 都怪我 ( 山东快书 )	 铁珊

	● 今年又到舅母家 ( 相声 )	 申跃中

	● 天外有天 ( 评书 )	 赵沫英

	● 千里救亲人 ( 快板书 )	 王焚	李润杰	夏之冰

	● 夜战海河 ( 天津快板 )	 王家骏

	● 驳吴雁 ( 天津快板 )	 王家骏	么向正

	● 巧捉“桃花蛇”( 山东琴书 )	 任红举

	● 严肃　认真	虚心 ( 艺术经验 )	 高元钧

	● 清音高歌英雄歌 ( 艺术经验 )	 邓碧霞

1960 年第 5期（1960 年 5 月，总第 35 期）

	● 民兵英雄谱 ( 数来宝 )	 刘学智	刘洪滨

	● 四十勇士 ( 牌子曲 )	 沈彭年

	● 喜游武花园 ( 相声 )	 晓兵
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	● 塞外女骑兵 ( 牌子曲 )	 小仓

	● 怒江边上 ( 鼓词 )	 郎德澧

	● 红井歌 ( 唱词 )	 马锐	郗潭封

	● 一箭双雕 ( 山东快书 )	 杨立德	李忠诚

	● 少年英雄刘文学 ( 清音 )	 佳伶	邓碧霞	徐勍

	● 飞牛车 ( 评词 )	 沈阳市曲艺团评书组

	● 江城八景 ( 木鱼 )	 张富文

	● 好 ( 相声 )	 李嘉祐	徐明理

	● 刀 ( 评弹 )	 邱肖鹏	郁小庭	朱霞飞	汤乃安

	● 爱英雄　学英雄　唱英雄 ( 艺术经验 )	 良小楼

	● 读书会 ( 通讯 )	 郑州铁路工会宣传部

	● 好立宝 ( 曲种介绍 )	 本刊资料室

1960 年第 6期（1960 年 6 月，总第 36 期）

	● 欢呼职工文艺活动的辉煌胜利 ( 评论 )	 	

	 	 本刊评论员

	● 人民大会堂颂 ( 牌子曲 )	 赵其昌

	● 霹雳一声春雷动 ( 长沙弹词 )	 	

	 	 长沙市职工文艺代表队

	● 说煤 ( 相声 )	 张联甲

	● 海上民兵 ( 南曲 )	 姚颖华

	● 拖拉机出了厂 ( 快板群 )	 杨燕如	牛鸦

	● 柴达木巨变 ( 青海道情 )	 	

	 	 青海省职工文艺代表团

	● 歌唱三面红旗 ( 好力宝 )	 双宝

	● 虎胆红心攻尖端 ( 说唱 )	 汪琦等

	● 一旗高插万旗红 ( 渔鼓 )	 	

	 	 湖北省职工文艺代表团

	● 徒工革新 ( 潞安大鼓 )	 张祥瑞

	● 大理好风光 ( 大本曲 )	 云南省职工文艺代表团

	● 说唱赵梦桃 ( 陕西快书 )	 	

	 	 西北国棉一厂业余文工团

	● 唱宁夏 ( 宁夏道情 )	 赵子麟

	● 四亲家转商店 ( 龙门阵 )	 苏文贵等

	● 越唱心里越快活 ( 柳琴 )	 薛传训

	● 万能积木式机床 ( 双簧 )	 周琛	尹炳正

	● 总路线光芒照四方 ( 河南坠子 )	 	

	 	 许昌市职工业余文工团

	● 打走狗 ( 山东快书 )	 刘金堂等

	● 马口英雄颂 ( 粤曲 )	 戴贵波

	● 革命斗争的赞歌 ( 评论 )	 李国柱	熊勋华

	● 党的恩情比山高 , 比海深 ( 随感 )	 薛传训

	● 向工人同志们学习 ( 学习心得 )	 良小楼

	● 我们的收获 ( 学习心得 )	高元钧	刘洪滨	刘学智

	● 两朵新花 ( 短评 )	 马锐

	● 全国职工文艺会演照片选载 ( 照片 )	

1960 年 第 7、8 期（1960 年 7、8 月， 总 第 37、38

期）

	● 陆定一同志代表中共中央和国务院在全国第三

次文代大会上的祝词

	● 社会主义文学艺术的道路 ( 摘要 )	 周扬

	● 全国第三次文代大会决议

	● 曲艺沿着工农兵方向继续前进	 赵树理

	● 论曲艺的百花齐放 , 推陈出新	 陶钝

	● 整理扬州评话《武松》的经验	 王少堂

	● 毛主席著作照亮了我们前进的道路	 白凤鸣

	● 谈谈部队曲艺工作	 高元钧

	● 培养曲艺新生力量的几点体会	 良小楼

	● 更高地举起毛泽东思想的旗帜 , 实现曲艺工作

的更大跃进	 本刊编辑部
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	● 全国文教群英会曲艺界代表先进事迹介绍	

	● 喜见领袖毛主席 ( 唱词 )	 韩起祥

	● 毛泽东思想放光芒 ( 评弹开篇 )	

	 	 石文磊等集体制作

	● 一辆汽车 ( 鼓词 )	 荪来奎

	● 一夜河 ( 山东快书 )	 春草

	● 两面红旗 ( 评书 )	 枫野

	● 王大妈参观插秧机 ( 唱词 )	 邵福增

	● 双报捷 ( 山东琴书 )	 刘礼

	● 联盟水库奏凯歌 ( 唱词 )	 武平

	● 千方百计 , 支援农业 ( 短评 )	 纪岩

	● 坚决站在反帝斗争的最前线 ( 短评 )	 石平

	● 杜勒斯遗嘱 ( 相声 )	 张日明	戴荣章	黄建中等

	● 美国卫星倒栽葱 ( 讽刺说唱 )	

	 	 重庆嘉陵机器厂业余文工团

	● 艾森豪威尔“钻火圈”（相声 )	 夏容

	● 台湾怒火 ( 唱词 )	 鲁琢

	● 传家宝 ( 相声 )	 王震

	● 救人 ( 四川车灯 )	 杨雅都

	● 不过如此 ( 山东快书 )	 铁珊

	● 杀僧王 ( 鼓词 )	 张立德口述

	● 牛丙起反 ( 鼓词 )	 崔炳轩口述

	● 曲艺消息	

	○ 中国曲协召开扩大理事会	

	○ 曲艺界展开反美宣传	

	○ 曲艺演唱到海防前线落户	

	● 毛主席接见全国第三次文代大会代表 ( 照片 )	

	● 照片十幅	

	● 编者的话	

1960 年第 9期（1960 年 9 月，总第 39 期）

	● 及时雨 ( 山东快书 )	 李慎武

	● 养猪记 ( 评书 )	 范乃仲

	● 风雨夜航船 ( 唱词 )	 王鸿

	● 支援农业头一椿 ( 弹词开篇 )	 邱肖鹏

	● 工农相帮情谊深 ( 快板 )	 仁忠

	● 全力抗旱保丰收 ( 快板 )	 张志诚

	● 百鸟高歌 ( 四川清音 )	 成都戏剧学校曲艺队

	● 食堂开遍幸福花 ( 四川清音 )	 洋池

	● 谁先说 ( 相声 )	 吴宏达	胡龙光

	● 杂货铺 ( 相声 )	 郎德澧

	● 杜凤瑞 ( 河南坠子 )	 林艺

	● 阶级友爱放光芒 ( 唱词 )	 孟强	乃积

	● 要古巴 , 不要美国佬 ( 金钱板 )	 马铁水

	● 大跃进以来上海曲艺的继承 , 创造和革新	 	

	 	 吴宗锡

	● 革新曲艺音乐 , 更好的反映新时代	 李元庆

	● 参加文艺服务团的体会	 郭文秋

	● 我的感想	 次仁群宗

	● 深入生活 , 改造思想	 骆玉笙

	● 为保粮保钢贡献一切力量 ( 短评 )	 方远

	● 穷棒子精神万岁 ( 作品评论 )	 马锐

	● 克服曲艺创作中的低级趣味	 李乃明

	● 首都曲艺团体下乡支援农业 ( 曲艺消息 )	 	

	 	 本刊记者

	● 毛主席在河北省安国县农村视察棉田 ( 照片 )

新华社稿 ( 封面 )

	● 农业是基础 , 各行各业都来支援 ( 宣传画 )	 任

兴 ( 封二 )

	● 争取时间 , 集中力量 , 夺铁保钢 ( 宣传画 )	阎茂

如	高喆 ( 封三 )
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1960 年第 10 期（1960 年 10 月，总第 40 期）

	● 在战略上藐视敌人 , 在战术上重视敌人 (《红

旗》杂志社论 )	

	● 《毛泽东选集》第四卷介绍	

	● 以实际行动庆祝《毛泽东选集》第四卷出版	 	

	 	 陶钝

	● 永远听毛主席的话 , 永远跟毛主席走	 王尊三

	● 一定把毛主席著作学好	 高元钧

	● 首都曲艺界学习在《延安文艺座谈会上的讲

话》的收获 ( 通讯 )	 本刊记者

	● 首都曲艺界掀起学习毛主席著作的新高潮 ( 消

息 )	 	 本刊记者

	● 赞歌 ( 岔曲 )	 白光甫

	● 毛主席著作闪金光 ( 单弦 )	 高元钧等

	● 毛主席著作是指南 ( 快板 )	 饶彦光

	● 毛主席恩情唱不完 ( 快板 )	 特格舍

	● 二渡乌江 ( 评书 )	 王珏

	● 邢燕子 ( 快板群 )	 钟成修

	● 送喜礼 ( 唱词 )	 孙来奎

	● 人人支援农业忙 ( 快板 )	 黄时诗

	● 红太阳照进苦聪家 ( 快板书 )	 李润杰

	● 毛主席在工作中 ( 照片 )　新华社稿 ( 封面 )	

	● 用毛泽东思想武装起来 ( 宣传画 )	 	

	 	 哈琼文 ( 封二 )

	● 首都曲艺工作者热烈欢呼《毛泽东选集》第四

卷出版 ( 照片 )	 本刊记者摄 ( 封三 )

	● 编后记	

1960 年第 11、12 期（1960 年 11、12 月，总第 41、

42 期）

	● 中国人民革命胜利经验的基本总结	红旗杂志编

辑部

	● 一炉钢 ( 评弹 )	 邱肖鹏	徐檬丹	花蝶敏	王洁

	● 英雄船 ( 山东快书 )	 王澍

	● 搬家记 ( 山东快书 )	 张玉桐

	● 心连心 ( 唱词 )	 张棣

	● 管天姑娘和知天公 ( 评书 )	 徐立忠

	● 三口锅 ( 快板书 )	 朱学颖

	● 连环洞 ( 小热闹 )	 安忠文

	● 赞牧羊姑娘 ( 好力宝 )	 苏赫巴鲁

	● 活愚公 ( 评书 )	 王正修	傅泽

	● 铁胆红心 ( 说唱 )	 朱伟芳

	● 牵牛记 ( 相声 )	 王长友	刘司昌		陈涌泉

	● 取枪记 ( 山东快书 )	 杨立德

	● 大刀会怒杀洋鬼子 ( 山东快书 )	 彭忠岳

	● 谈孙来奎的鼓词 ( 抚铭 )	

	● 关于弹词开篇	 左弦

	● 鼓足干劲 , 说好新书 ( 通讯 )	 光远

	● 上海评弹界掀起《毛泽东选集》第四卷的学习

热潮 ( 消息 )	 红浪

	● 中央乐团和北京曲艺团举行联合演出 ( 消息 )	 	

	 	 李成

	● 响应党的号召,为大办农业,大办粮食立功!(图

片剪贴 )	 铁矛 ( 封面 )

	● 编后记 ( 封三 )	

1961 年第 1期（1961 年 1 月，总第 43 期）

	● 登山英雄赞 ( 相声 )	 	

	 	 中央广播说唱团相声组	马季执笔

	● 好书记 ( 山东快书 )	 冯不异

	● 母女俩 ( 渔鼓 )	 王隆剑

	● “综合医院”( 相声 )	 郎德萍
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	● 美国皇历 ( 相声 )	 兴之

	● 北京曲艺团学习班的教学工作	 尹石

	● 发扬各种流派、繁荣曲艺艺术 ( 座谈会纪录摘

录 )

	● 我们学习了些什么—谈北京曲艺团、中央乐

团联合演出	 李凌

	● 从合唱和曲艺的联合演出想到的问题	 谌亚选

	● 道路越走越宽	 严良堃

	● 努力学习	 取长补短		良小楼

	● 谷秀双穗庆丰收	 刘书方

	● 大闹西车站 ( 评书 )	 邵增涛

	● 包公送礼 ( 评书 )	 傅阔增	述

	● 编后记	

1961 年第 2期（1961 年 2 月，总第 44 期）

	● 春满四海 ( 河南坠子·肖林插图 )	郭文秋	路丁

	● 桃李争春 ( 快书 )	 景愚

	● 县长下伙房 ( 新闻 )	 刘永清

	● 配角论 ( 相声 )	 蔡毓礼

	● 乱形容 ( 相声 )	 老舍

	● 毒 ( 相声 )	 赵家勋

	● 巧劫狱 ( 快板书·叶明插图 )	 李润杰	夏之冰

	● 说唱不怕故事	

	○ 开殃榜（单口相声）	 谭伯如述

	○ 借火儿（单口相声）	 郭全宝述

	○ 熬牛头（唱词）	 郎德沣

	○ 过河搭桥（绕口令）	 郎德沣

	○ 霸王争殿（山东快书）	 马鸣风

	○ 关老爷怕横人（唱词）	 杨恕

	○ 美国鬼的故事（漫画·陈逢	词）	 王乐天

	○ 记不怕鬼的相声座谈会（通讯）	 本刊记者

	● 读评书活愚公	 陆希治

	● 评弹一炉钢的人物塑造	 马锐

	● 听鼓词送喜礼有感	 略之

	● 健康的笑声	 老舍

	● 相声艺术也要刻划人物	 侯宝林

	● 听书杂感	 金受申

	● 牛肉干与牛砸碎	 金戈

	● 鼓足干劲 , 说好新书 , 宣传共产主义思想 ( 座

谈会纪录摘录 )	

	● 弹词曲调的发展	 左絃

	● 赞哈—傣族人民的歌手	 夏国云

	● 读者来信	 李龙翔等

1961 年第 3期（1961 年 3 月，总第 45 期）

	● 好友春风携手来	 老舍

	● 听评弹小记	 叶圣陶

	● 听评弹四绝	 田汉

	● 评弹初听	 王支子

	● 爪子利得很	 马铁丁

	● 歌唱艺术的楷模	 朱崇懋

	● 试谈评弹的说表	 左絃

	● 从评弹闹柬说起	 左絃

	● 向北方的站友学习	 	

	 	 杨振雄	朱雪琴	徐丽仙	周云瑞	杨振言

	● 美妙的艺术　良好的作风	 	

	 	 马增慧	赵玉明	赵迪英	刘宗良

	● 上海市人民评弹团在北京	 本刊记者

	● 反对美帝侵略古巴 ( 弹词开篇 )	 夏史

	● 宇宙行 ( 弹词开篇 )	 周云瑞

	● 我要上天 ( 相声 )	 刘司昌	赵世忠	赵振铎

	● 扣杀十二板 ( 鼓词 )	 丁素
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	● 新木兰辞 ( 弹词开篇 )	 夏史	改编

	● 真假胡彪 ( 评话·肖林　插图 ) 上海市人民评

弹团演出本	

	● 闹柬 ( 弹词　王叔晖	插图 ) 上海市人民评弹团

演出本

	● 回柬 ( 弹词 )	 上海市人民评弹团演出本

	● 悼念常、程二烈士	 小綵舞

	● 回忆常宝堃烈士	 赵佩如

	● 忆宝堃哥哥	 常宝霆

	● 评弹表演速写三幅	 叶浅予

	● 联络员 ( 漫画 )	 方成

	● 冠军 ! 冠军 ! 冠军 !( 漫画 )	 英韬

1961 年第 4期（1961 年 4 月，总第 46 期）

	● 在庆祝中国共产党成立四十周年大会上的讲

话	 	 刘少奇

	● 毛主席词 : 蝶恋花·游仙 ( 弹词开篇 )	 	

	 	 赵开生	编曲

	● 我用最优美的赞词歌唱党 ( 好来宝 )	 琶杰

	● 见到了毛主席 ( 弹词开篇 )	 夏史

	● 百花斗妍　流派争辉　河北曲协举行西河大鼓

流派座谈	

	○ 天津市曲艺界讨论京韵大鼓流派	

	○ 京韵大鼓流派纷呈	

	○ 天津时调挖掘老调谱新声	

	○ 江苏省举行苏州评弹流派观摩演出	

	○ 成都曲艺百花竞艳	

	○ 扬琴大会在山城	

	○ 辽宁曲协举办二人转曲目展览	

	○ 北京曲艺团有计划地挖掘整理传统节目	

	○ 上海评弹团挖掘传统书目	

	● 同甘共苦 ( 西河大鼓 )	 孙来奎

	● 汾河湾 ( 西河大鼓 )	 赵田亮	述

	● 八百破十万 ( 西河大鼓·任率英插图 )	 	

	 	 郝艳霞	述

	● 浅谈西河大鼓流派	 朱仪

	● 谈赵派西河大鼓	 抚铭

	● 革命说唱家王魁武	

	● 西河大鼓名家郑瑞田	

	● 我的求艺经过	 赵玉峰

	● 把艺术传给下一代	 王艳芬

	● 我们的决心	河北省曲艺学校红领巾西河大鼓班

	● 听书漫笔	 王朝闻

	● 映日春花红似锦	 上海市人民评弹团

	● 曲艺在部队遍地开花	 高元钧	刘洪滨	刘学智

	● 西河大鼓表演速写三幅	 阿老

1961 年第 5期（1961 年 9 月，总第 47 期）

	● 百花齐放 , 百家争鸣 , 繁荣曲艺艺术—记中

国曲协召开的几次座谈会	 本刊记者

	● 艺术无止境	 林红玉

	● 我演祝枝山	 徐云志

	● 行路·读书·看画	 杨振雄

	● 共同努力 , 继承乔派艺术	 郭文秋	曹元珠

	● 创作问题笔谈

	○ 独出心裁与丰富多彩	 曾右石

	○ 学习鼓曲传统 , 扩大题材样式	 耿瑛

	○ 相声写作和表演的距离	 笑眼

	● 也谈送喜礼	 陈直

	● 我对传统相声的看法	 张寿臣

	● 谈相声的继承和发展问题	 王力竹

	● 走娘家 ( 唱词·肖林插图 )	 范乃仲
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	● 锯大缸 ( 唱词 )	 侯树槐

	● 优良作风代代传 ( 单弦 )	 徐巨塘	杨允谦

	● 打电话 ( 相声 )	 张国铮

	● 小英雄智作火药库 ( 评书·肖林插图 )	 于海忠

	● 夫妻争灯 ( 二人转 )	 文晟

	● 骗总爷 ( 相书 )	 罗俊林	述

	● 糊涂县长 ( 单口相声·任率英插图 )	张永熙	述

	● 钓鱼 ( 相声垫话 )	 郭荣启	述

	● 东坡鱼 ( 相声垫话 )	 祥林	整理

	● 论捧逗 ( 相声 )	 苏文茂	朱相臣	纪希		整理

	● 相书 ( 四川口技·曲种介绍 )	 李宁

	● 六十年前的相声	 阿英

	● 曲艺通讯	

1961 年第 6期（1961 年 11 月，总第 48 期）

	● 八九十枝花 ( 对口相声 )	 老舍

	● 捞铜牛 ( 山东快书 )	 刘司昌

	● 绣庄稼 ( 清音 )	 裴炅

	● 打蛇 ( 金钱板 )	 邹忠新	述

	● 双灵脾 ( 四川相书 )	 曾小昆	述

	● 火烧博望坡 ( 扬州评话 )	 康重华	述

	● 创作问题笔谈

	○ 对京韵大鼓鼓词创作的几点意见	 良小楼

	○ 谈写人物外表特征	 王亚平

	○ 漫谈快书、唱词的创造人物	 辛冶　王澍

	● 相声要表演得磁实	 赵佩茹

	● 谈谈相声笑料的丰富和加工	

	 	 王长友	王世臣	王素稔	陈涌泉

	● 从论捧逗的整理想到的	 苏刃

	● 鼓词汾河湾的艺术特色	 马锐

	● 话说西河大鼓	 小仓

	● 口技和相书	 史外

	● 锣鼓书琐谈	 小音

	● 木板儿到京韵	 霍连仲

	● 成都扬琴老窝子—芙蓉亭	 周生华

	● 曲艺通讯	

1962 年第 1期（1962 年 1 月，总第 49 期）

	● 吃帽子 ( 单弦 )	 朱学颖

	● 西方音乐 ( 相声·王乐田插图 )	 马季	侯宝林

	● 珠峰红旗 ( 京韵大鼓 )	 小綵舞	朱学颖

	● 爷儿俩赶集 ( 时调 )	 苏刃

	● 巧嘴八哥 ( 河南坠子·任率英插图 )	李治邦	述

	● 闹花灯 ( 扬州评话《宋江》第四、五回·任率

英插图 )	 王少堂	述

	● 努力提高曲艺艺术质量	 本刊评论员

	● 艺海摸虾记	 康重华

	● 顾曲余谈	 杨金亭

	● 鼓词能出朱老忠	 丁素

	● 相声艺术必须为政治服务	 郗谭封

	● 从什么是相声谈起—与王力叶同志商榷	庞学

用

	● 谈谈相声的垫话	 陈笑暇

	● 门外艺谈—说“铺平垫稳”	 唐泽定

	● 丰富相声创作的花色品种—从《八九十枝

花》谈起	 金戈

	● 谈谈下乡演出的体会	 高景佐	刘金堂

	● 河北省曲艺工作者座谈鼓词送喜礼	

	● 曲艺通讯	

	● 封面设计	 陈新

1962 年第 2期（1962 年 3 月，总第 50 期）

	● 谈鼓王刘宝全的艺术创造	 梅兰芳遗作
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	○ 附录一		杨小楼王瑶卿修改长坂坡掩井的

台词和表演	

	○ 附录二		徐兰阮王少卿继承优秀传统吸收

兄弟艺术的事例	

	● 清字第一	 张玉书

	● 大西厢的音乐分析	 刘书方

	● 河南坠子渊源新说	 禹漳

	● 悼琶杰同志	 布赫

	● 生擒海霸王 ( 山东快书·张德育插图 )	 	

	 	 刘洪滨	刘学智	高元钧	邓洪太

	● 迷功名 ( 苏州弹词 )	 陈炅犀

	● 醉酒 ( 相声 )	 侯宝林

	● 薛仁贵招亲 ( 西河大鼓·任率英插图 )	 	

	 	 赵田亮	述

	● 论相声是喜剧艺术—与庞学用同志商榷	于质

彬

	● 也来谈谈相声的笑	 薛宝琨

	● 四点质疑	 殷敦煌

	● 上海市长征评弹团来京演出 ( 曲艺通讯 )	

	● 编后记	

1962 年第 3期（1962 年 5 月，总第 51 期）

	● 为最广大的人民群众服务—纪念毛泽东同志

在《延安文艺座谈会上的讲话》发表二十周年

（《人民日报》社论）	

	● 沿着毛主席指出的宽广道路前进	 本刊编辑部

	● 说话心里话	 高元钧

	● 日亲日近	 日远日疏—从生活到说书		刘天韵

	● 努力学习毛主席的文艺思想	 侯宝林

	● 首都曲艺工作者座谈学习必得	 本刊记者

	● 毛主席像红太阳 ( 京韵大鼓 )	 	

	 	 良小楼	韩德福	编曲

	● 光荣的航行 ( 京韵大鼓 )	 陈寿荪	朱学颕

	● 丹心红马 ( 鼓词 )	 张志勋

	● 英雄格斯尔可汗 ( 蒙古族史诗 )	 琶杰	编唱

	○ 第二部第一章	白帐可汗和乌鸦使臣	

	○ 第二部第二章	沙赉河三汗变幻的巨鹰	

	● 海瑞拔缆 ( 温州鼓词 )	 管华山	李礼夫	改编

	● 拾凤 ( 苏州弹词双珠凤中之一折·吴一舸插

图 )	 	 李伯康	整理

	● 山东琴书流派浅探

	 山东琴书流派座谈会资料组

	● 苏州评弹口诀	 潘伯英	周良	辑注

	● 写鼓词要打破框框	 马增芬

	● 我是怎样创造徐调的	 徐云志

	● 相声琐议	 里克

	● 曲艺通讯	

1962 年第 4期（1962 年 7 月，总第 52 期）

	● 夜闯珊瑚潭 ( 评书·潘世勋插图 )	 李凤琪

	● 黄埔风暴 ( 山东快书 )	 刘司昌

	● 守口如瓶 ( 相声 )	 增贤

	● 神行太保戏李逵 ( 快板书 )	 高凤山	李家衡

	● 陈翠娥赠塔 ( 苏州评弹 )	 魏含英	述

	● 	算术 ( 独脚戏 )	 笑嘻嘻	沈一乐	整理

	● 接受教训	 来者可追		陶钝

	● 略谈茹派琴书	 郭辉

	● 桃李望故根—忆茹老带徒弟

王宝珠	杨芳鸿	江宪德	王宝真	吕宗英	蔡莲英

	● 独脚戏浅谈	 张成濂

	● 谈单口相声《三近视》的表演	 张寿臣

	● 说书有无脚本	 思苏
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	● 北宋的“说韩信”	 陈如衡

	● 赴港演出归来的一点感想	 吴宗锡

	● 关于相声的讨论	 本刊记者

	● 曲艺通讯	

1962 年第 5期（1962 年 9 月，总第 53 期）

	● 给您道喜 ( 相声 )	 侯宝林	高方正

	● 不可抵挡 ( 相声 )	 章明

	● 新商标 ( 相声·王乐天插图 )	 吴捷

	● 韩英见娘 ( 京韵大鼓 )	 王中一

	● 劫行车 ( 快板书 )	 李润杰	夏之冰

	● 瞎老大 ( 唱词 )	 刘国华

	● 赠马 ( 苏州评话 )	 唐耿良	整理

	● 杠刀子 ( 单口相声 )	 郭荣起	整理

	● 嘴和手 ( 书帽 )	 董福勋

	● 没有 ( 相声垫话 )	 赵佩如	述

	● 坚持说唱好书，为社会主义服务 ( 短论 )	 梅耶

	● 记忆犹新	 老舍

	● 怀师篇	 白凤鸣

	● 谈苏州评弹的“赋赞”	 周良

	● 在挖掘生活上多下功夫—对学习传统相声的

一点看法	 马锐

	● 也来谈“笑”	 王树田等

	● 曲词创新芻议—兼与马赠芬同志商榷	陈维国

	● “铁门槛”	 思苏

	● 曲艺通讯	

1962 年第 6期（1962 年 11 月，总第 54 期）

	● 曲艺要面向农村	 本刊编辑部

	● 赞古巴 ( 快书 )	 海舟

	● 三棵白杨 ( 唱词 )	 王彻

	● 扒墙头 ( 唱词·赵友萍插图 )	 赵连甲

	● 放牛歌 ( 四川清音 )	 正红

	● 油灯碗儿 ( 快板 )	 叶茂昌

	● 柿子丰收 ( 相声 )	 老舍

	● 美名远扬 ( 相声·缪印堂插图 )	 苏文茂

	● 捞螃蟹 ( 相声 )	 焦炳琨

	● 江姐进山 ( 鼓词 )	 刘国臣

	● 洪月娥做梦 ( 二人转 )	 李青山	述

	● 调寇 ( 西河大鼓·《杨家将》片段 )	 艳桂蓉	述

	● 毕草飞同志二三事	 官伟勋

	● 刻苦创造　精益求精—忆刘宝全先生	 	

	 	 马连良

	● 谈《劫刑车》的改编技巧	 冯不异

	● 多写反映农村生活的小段儿—听王凤山同志

演唱油灯碗儿—	 谭奋生

	● 李德才的扬琴唱腔艺术	 杨槐

	● 发挥相声特长　繁荣相声创作—中国曲协召

开相声座谈会	 本刊记者

	● 曲艺通讯	

1963 年第 1期（1963 年 1 月，总第 55 期）

	● 三声雷 ( 牌子曲联唱 )	 沈彭年

	● 黎明的战歌 ( 京韵大鼓 )	 朱学颕

	● 江姐上船 ( 评书 )	 李鑫荃

	● 红岩颂 ( 天津时调 )	 王济

	● 接闺女 ( 唱词·肖林插图 )	 	

	 	 兰建堂	袁清岑	李玉兰

	● 姊妹观榜 ( 唱词 )	 王彻

	● 要采礼 ( 相声 )	 陆德才

	● 三代羊倌 ( 数来宝 )	 张甲祥

	● 红灯下 ( 唱词 )	 许多

	● 岳云 ( 弹词开篇 )	 陈灵犀	词		周云瑞	曲
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	● 坚决拿好新书支援农村—谈长篇和中篇书的

整旧创新工作	 学农

	● 多编好相声—在相声座谈会上的讲话	 老舍

	● 谈李润杰的快板创作—《李润杰快板选集》

序

	● 编成新书说新人	 王亚平

	● 鼓词《韩英见娘》有三好	 李君虞

	● 充满革命激情的《三棵白杨》	 金戈

	● 轻松活泼的《扒墙头》	 谈奋生

	● 弹词开篇《岳云》的曲调	 周云瑞

	● 新的创造　新的风格	 章辉

	● 唱词与唱腔	 苏刃

	● 偶得三题	 杨谡

	● 谈杭州的隔壁戏	 杨予华	俞笑飞

	● 曲艺通讯	

1963 年第 2期（1963 年 3 月，总第 56 期）

	● 美丽的青春 ( 评弹联唱 )	 灵犀	丁浪

	● 学雷锋 ( 数来宝 )	 朱光斗

	● 冒雨送亲人 ( 河南坠子 )	 金双城

	● 爱社如家 ( 京韵大鼓 )	 焦乃积

	● 雷锋 ( 木刻 )	 黄永玉

	● 学习雷锋	 歌唱雷锋			编者

	● 闹场院 ( 河南坠子·肖林插图 )	 路丁

	● 刘大娘 ( 唱词 )	 庆丰

	● 人勤更比春来早 ( 四川清音 )	 叶频

	● 夸西藏 ( 数来宝 )	 刘学智	肇那苏图

	● 生财有道 ( 相声垫话二则 )	 李凤琪

	● 程咬金砸盐店 ( 评书《隋唐》片段·任率英插

图 )	 	 马连登	述

	● 大力编说新书为农村服务	 本刊编辑部

	● 说好新书	 老舍

	● 四川评书《红岩》的改编	 	

	 	 重庆市曲艺团《红岩》改编小组

	● 对曲艺短段改编的一点看法	 王林奇

	● 新书在群众中扎下了根—河北省唐山市东矿

区曲艺队编说新书情况调查	 本刊记者

	● 追念琶杰同志	 陶钝

	● 怎样说好折子书	 曹汉昌

	● 评弹手面探索	 左弦

	● 书外书	 思苏

	● 农村听书见闻	 刘金芳

	● 曲艺通讯	

1963 年第 3期（1963 年 5 月，总第 57 期）

	● 加强革命文艺战线　反对现代修正主义		中国

文联全委扩大会议讨论当前文艺战斗人物 ( 新

华社报道 )	

	● 南京路上好八连 ( 弹词开篇 )	 华士亭

	● 挖菜窖 ( 西河大鼓·锺灵插图 )	 赵庆维

	● 老太平摘帽记 ( 山东快书 )	 吕钦

	● 俩鸭蛋 ( 山东快书·肖林插图 )	 路丁

	● 买肥记 ( 鼓词 )	 朱学颕

	● 拦花轿 ( 河南坠子 )	 袁清岑

	● 借摇车 ( 唱词 )	 王彻

	● 五子推磨 ( 唱词 )	 万军

	● 铜算盘 ( 快板 )	 张嘉彦

	● 罗师傅 ( 快板书 )	 张志勋

	● 劳动号子 ( 相声 )	 赵连甲

	● 革命曲艺家韩起祥	 罗扬

	● 反对说唱“鬼书”	 肖祖

	● 农村听众对广播曲艺节目的反映	 王决
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	● 说唱新书的几点体会	 郭文秋

	● 曲艺通讯	

1963 年第 4期（1963 年 7 月，总第 58 期）

	● 一锹土 ( 鼓词 )	 王鸿

	● 迎亲人 ( 河南坠子·赵友萍插图 )	 张军

	● 送蜜桃 ( 鼓词 )	 杨善元

	● 给肯尼迪画像 ( 说唱 )	 孙洪书	邓兆雄	执笔

	● 枪 ( 对口词·缪印堂插图 )	 孙洪书

	● 我爱我的家 ( 数来宝 )	 朱光斗

	● 黎明前的战斗 ( 四川扬琴 )	 竹亦青

	● 李双双 ( 中篇评弹选载 )	 施振眉	改编

	● 龙飞凤舞 ( 单口相声 )	 李大桂

	● 一等于几 ( 对口相声 )	 赵连甲

	● 桥 ( 快板 )	 张崇纲

	● 田头小景 ( 清音 )	 黄伯亨

	● 天上星星爱月亮 ( 清音 )	 江鸟

	● 永远做革命的文艺工作者	 本刊编辑部

	● 给战士文艺喝彩	 本刊评论员

	● 加强相声和独脚戏的艺术交流	 侯宝林

	● 评弹的噱头	 左弦

	● 教学工作一得之见	 邹忠新

	● 轻装下乡	 黎民

	● 两支战士文艺的轻骑兵	 吴凯扬

	● 在二十五年前卖艺的地方	 王华德

	● 贵阳市曲艺团在农村	 张克

	● 曲艺短讯	

	● 江姐就义 ( 木刻 )	 吴凡

	● 在生产会议上	 李习勤	封面

1963 年第 5期（1963 年 9 月，总第 59 期）

	● 五亩地 ( 苏州弹词 )	 邱肖鹏等

	● 母子会 ( 苏州评弹 )	 潘伯英等

	● 决不上当 ( 唱词 )	 王鸿

	● 父子回家 ( 山东快书·肖林插图 )	 江舟

	● 俩队长 ( 山东快书 )	 赵奇奇	张道奉

	● 画像 ( 对口相声 )	 马季

	● 假灶王 ( 对口相声 )	 刘宝瑞	耿瑛	里果

	● 婚期 ( 对口相声 )	 郭全宝	李文山	董凤桐

	● 回忆对比一小点儿 ( 快板 )	 车夫

	● 好的作品就是力量	 胡度

	● 改编《李双双》的一点体会	 施振眉

	● 改进茶馆里的书曲活动	 苗岭

	● 胶东宋村的业余说书活动	 沈彭年

	● 曲艺短讯	

	● 朝阳 ( 木刻 )	 张作明	封面

1963 年第 6期（1963 年 11 月，总第 60 期）

	● 夺印 ( 中篇鼓词·阿老插图 )	 	

	 	 张军	王之祥	李寿山

	● 探女 ( 苏州弹词·肖林插图 )	 朱寅全

	● 八个鸡蛋一斤 ( 苏州弹词 )	 郁小庭	亦吾

	● 巧遇好八连 ( 数来宝 )	 朱光斗

	● 走红色文艺战士的路—记评词演员杨田荣	 	

	 	 金源清

	● 给农民说相声	 马季	于世猷

	● 二月 ( 木刻 )	 力群	封面

1964 年第 1期（1964 年 1 月，总第 61 期）

	● 积极地发展社会主义的新曲艺 ( 人民日报社

论 )	

	● 曲艺工作者决心创新编新说新唱新 ( 新华社报

道 )—中国文联和中国曲协召开曲艺创作座

谈会	
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	● 首先要求做一个彻底的革命者—在曲艺创作

座谈会上的发言	 赵树理

	● 改造思想　反映现实	 唐耿良

	● 以革命的感情讲革命的故事	 凌林生

	● 为兵演唱新曲艺	 朱光斗

	● 三进津浦大厂的体会	 邵增涛

	● 熟悉新生活　表现新人物	 邱肖鹏

	● 社会主义新曲艺正在蓬勃发展 ( 综合报道 )	 	

	 	 本刊记者

	● 新书推动了阶级斗争和生产斗争—记福建长

太县一个生产队的新书活动	

	● 面向农村情意浓　创新演新话语多—记中国

曲协为常熟县人民评弹团举行的茶话会	 奋生

	● 编者的话	

	● 反美怒火冲天起 ( 书帽 )	 韩起祥

	● 一浪倒比一浪高 ( 岔曲 )	 沈彭年

	● 美国强盗害人精 ( 数来宝 )	 刘学智	刘洪滨

	● 抗洪凯歌 ( 快板书 )	 李润杰

	● 沟 ( 评书 )	 范乃仲

	● 让车 ( 唱词 )	 悟象

	● 续家谱 ( 山东快书 )	 张道奉

	● 图们江上 ( 单弦 )	

1964 年第 2期（1964 年 3 月，总第 62 期）

	● 努力学好毛泽东思想 ( 人民日报社论 )	

	● 曲艺界一定要大学解放军	 瞿毅

	● 曲艺要大出社会主义之新	 严进

	● 反复学习　反复实践—学习毛主席著作的体

会	 	 朱光斗

	● 新时代的歌手—访快板书演员李润杰	李正杰

	● 做革命的曲艺工作者	 朱云龙

	● 说革命书　长革命志气	 朱光甲

	● 上海评弹界的一场会战	 徐洁人	高文海	葑菲

	● 祝评弹界一场会战的胜利	 《文汇报》评论员

	● 人民公社的颂歌—谈评书《沟》	 金戈

	● 战鼓咚咚　烈火熊熊—谈《抗洪凯歌》	

	● 非洲人民站起来 ( 单弦联唱 )	 	

	 	 刘振蒸	张喜林	马聚全

	● 紧紧握住手中枪 ( 唱词 )	 焦乃积

	● 好连长 ( 相声 )	 庞秀山

	● 爱民模范谢臣 ( 河南坠子 )	刘春堂	徐明林	何畏

	● 传家宝 ( 四川清音 )	 黄伯亨

	● 以岛为家 ( 评话 )	 李傅弟

	● 手 ( 对口词 )	 李靖之	叶知秋

	● 到最需要的地方去 ( 评弹《歌颂三千勇士战烈

火》楔子 )

上海市人民、长征、先锋、星火、凌霄、

江南评弹团集体创作

	● 高歌奏凯 ( 评弹《歌颂三千勇士战烈火》之

一 )

上海市人民、长征、先锋、星火、凌霄、

江南评弹团集体创作

	● 急浪丹心 ( 京韵大鼓 )	 蔡兴林

	● 我们永远战斗在煤矿 ( 对口词 )	韩德森	何宝金

	● 三考鲜梅 ( 湖北小曲 )	 徐国华	改编

	● 两面铜锣 ( 锣字令 )	 赵连甲

	● 靠 ( 山东快书小段 )	 陈曾智

	● 送肥谣 ( 四川清音 )	 江鸟

1964 年第 3期（1964 年 5 月，总第 63 期）

	● 比学赶帮跟上解放军的曲艺工作	 本刊评论员

	● 全军革命曲艺的大检阅	 本刊记者
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	● 曲艺的跃进	 老舍

	● 部队曲艺革命化的新收获—全军第三届文艺

会演曲艺节目观后记	 张立云

	● 新曲新人　繁花似锦	 高元钧

	● 迎新曲 ( 苏州弹词 )	 徐林达	赵菱菱

	● 李三宝比武 ( 山东快书 )	 陈增智

	● 父子英雄 ( 西河大鼓 )	 徐澄	刘学智	刘洪滨

	● 两代神炮手 ( 山东快书 )	 刘洪滨	刘学智

	● 姑娘的心愿 ( 山东琴书 )	 王群生	徐桂荣

	● 热心人 ( 上海说唱 )	 黄永生

	● 幸福岛上安下家 ( 数来宝 )	 李凤琪

	● 他们继承了八路军宣传队的老传统—记战友

文工团杂技曲艺团曲艺队	 常青

	● 面向连队心向兵—记前进歌舞团曲艺班	田申

	● 写作《李三宝比武》的几点体会	 陈增智

	● 《迎新曲》产生前后	 吴钧

	● 仅仅是开始	 于连仲

	● 充满革命激情的《父子英雄》	 马增芬

	● 我们的榜样—观摩解放军曲艺演出的感想	

	 	 小綵舞	常宝霆	石慧儒	张伯杨

	● 举目皆亲 ( 相声 )	 王世臣	刘司昌	王长友

	● 师徒会 ( 单弦 )	 张剑平

1964 年第 4期（1964 年 7 月，总第 64 期）

	● 文化战线上的一个大革命 (《红旗》社论 )	

	● 在京剧现代戏观摩演出大会上的讲话	 彭真

	● 让京剧现代戏的革命之花开得更茂盛—在京

剧现代戏观摩演出大会开幕式的讲话	 陆定一

	● 毛主席思想照亮我的心	 任增棣

	● 革命道路上的灯塔—毛主席著作学习心得	 	

	 	 邵增涛

	● 向故事员学习	 郑锋

	● 大讲革命故事　广传革命思想 ( 综合报道 )	 本

刊记者

	● 故事新兵—记业余故事员简锦祥	 刘立业	陈

奋荣

	● 做党的驯服工具—记战友文工团五好团员刘

学智	 驾翔

	● 《好连长》有三好	 劳涵

	● 谈谈《姑娘的心愿》的音乐革新	 	

	 	 徐桂荣	刘秀德	姚殿贞

	● 消灭刽子手 ( 快板书 )	 张志瑛

	● 誓言送到红河边 ( 牌子曲联唱 )	 李健民

	● 回乡记 ( 陕北说书 )	 韩起祥

	● 老贫农 ( 唱词 )	 焦平

	● 女队长 ( 相声 )	 夏雨田

	● 打秋千 ( 河南坠子 )	 马林	卓英

	● 一台抽水机 ( 山东快书 )	 张崙基

	● 女货郎下乡 ( 三弦书 )	 兰建堂

	● 李三宝留队 ( 山东快书 )	 陈增智

	● 摔跤 ( 山东快书书帽 )	 张甲祥

	● 说一不二 ( 相声垫话 )	 陈喆

	● 小锄头 ( 快板 )	 叶枝昌

	● 编后记	

1964 年第 5期（1964 年 9 月，总第 65 期）

	● 高举毛泽东思想的革命旗帜前进 !—庆祝中

华人民共和国成立十五周年（《红旗》社论 )	

	● 把文艺战线上的社会主义革命进行到底—祝

京剧现代戏观摩演出大会胜利闭幕（《人民日

报》社论 )	

	● 为女民兵题照 ( 为毛主席诗词谱弹词曲 )	 路行
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	● 无穷的力量 ( 对口词 )	 黄计钧

	● 跃进颂 ( 单弦联唱 )	 赵其昌	王素稔

	● 熔炉炼瓦 ( 山东快书 )	 黄枫

	● 路遇 ( 苏州弹词 )	 炎飞

	● 一把三弦 ( 长阳南曲 )	 方衡生

	● 送钱计 ( 东北小调 )	 焦平

	● 朝阳沟 ( 革命故事 )	 卓宇	改编

	● 红灯记 ( 革命故事 )	 陈扬	口述	汉良	整理

	● 让书场成为社会主义的思想阵地	 菱湖书场

	● 书场也要革命化	 编者

	● 菱湖书场见闻	 刘新

	● 茶馆赛书	 金羽

1964 年第 6期（1964 年 11 月，总第 66 期）

	● 在全国少数民族群众业余艺术观摩演出会上的

讲话	 	 陆定一

	● 发扬会劳动又会做文艺工作的革命精神 (《人

民日报》社论 )

	● 曲艺工作者革命化劳动化的榜样	 本刊评论员

	● 充满革命英雄主义的战士文艺	 本刊评论员

	● 弹唱歌舞到北京　欢呼领袖毛泽东

	● 全国少数民族群众业余艺术观摩演出会曲艺节

目选刊	

	○ 牧马英雄（蒙古族好来宝）

	 	 	 内蒙古自治区代表团

	○ 一心想见毛主席（维吾尔族独塔尔弹唱）

	 	 	 吐尔贡鸟斯满

	○ 翻身奴隶唱家史（藏族折朵）	 扎朋措

	○ 试验田中一枝花（白族大本曲）	杨益	寿春

	○ 幸福歌儿唱不完（回族数花）

	 	 	 宁夏回族自治区代表团

	○ 毛主席著作就是好（回族宴席曲）

	 	 	 马木华	马成林

	○ 新风赞（僮族唱师）	 笑弦	晓风	激流

	○ 金色的著作（哈萨克族冬不拉弹唱）

	 	 	 鲍尔玛斯

	○ 新循化（撒拉族巴西古流流）	 王浩

	○ 歌唱人民公社（维吾尔族热瓦甫弹唱）

	 	 	 巴楚县业余文工团

	○ 幸福日子万年长（傣族赞哈）	 岩敦等

	○ 丰收之歌（朝鲜族三老人）

	 	 	 白钟哲	李永根	南吉秀

	○ 夸公社（蒙古族代日查）

	 	 	 希伯达	达木仁巴斯尔

	○ 毛主席的恩情说不完（彝族阿苏巴底）

	 	 	 木渣洛社俱乐部

	● 战士业余曲艺创作选刊	

	○ 一对红（对口词）	 乔书田

	○ 铁腰杆（荡山琴书）	 张岐山	戴建民

	○ 送猪记（数来宝）	 杨先贵

	○ 射击标兵莫立荣（数来宝）	 李德生

	○ 传家宝（天津快板）

	 	 	 3033 部队九连演唱组集体创作

	○ 小画家（相声）	 张绍文	朱光斗

	● 革命故事选刊	

	○ 李科长再难炊事班	

	○ 赵五婶	

1965 年第 1期（1965 年 1 月，总第 67 期）

	● 翻然改进 , 弃旧图新	 本刊编辑部

	● 老贫农算账 ( 唱词 )	 许艺

	● 大寨英雄贾进才 ( 快板 )	
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	 山西省农村文化工作队昔阳队

	● 枪杆子往下传 ( 快板 )	 金艺

	● 毛主席看了俺的枪 ( 山东柳琴书 )	 宁春廷

	● 首都巡逻兵 ( 对口词 )	 马占锋	李永和

	● 送对联 ( 对诗 )	 武汉部队某连演唱组

	● 江何湖海把兵练 ( 诗朗诵 )	 余铜	索斯福

	● 野营千里外 ( 湖北小曲 )	 雷子明

	● 俩老汉看比武 ( 表演唱 )	 刘士德

	● 故事会

	○ 刺杀场上（评书）	 袁国腾

	○ 李忠娃（评书）	 王信

	○ 过壕（革命故事）	 朱润祥

	○ 海岛一班岗（革命故事）	 邹东初

	○ 《杏核高》（革命故事）	 李怀玉

	○ 带着阶级感情讲故事	 郭士哲

	○ 努力培养红色故事员	 	

	 	 南京部队政治部文化部俱乐部工作科

	● 战士曲艺创作的大丰收 ( 评论 )	 张立云

	● 工农兵谈曲艺	

	○ 创作《送对联》的体会	武汉部队某连演唱

组

	○ 敢于破旧，敢于创新	 刘世德

	○ 谢英雄　学英雄	 李德生

	○ 曲艺要给工人长劲	

	● 一个坚持上山下乡的说唱团 ( 通讯 )	 	

	 南阳县文教局

1965 年第 2期（1965 年 3 月，总第 68 期）

	● 坚持支援越南人民抗美救国的正义斗争	

	○ 用曲艺武器支援越南人民狠狠打击美国侵

略者 !	 本刊评论员

	○ 痛打美国强盗（对口词）	 刘同乐	宋芬桂

	○ 绞索套住约翰逊（数来宝）	 朱光斗

	○ 闻风丧胆（快板书）	 李润杰

	○ 纸老虎再现原形（单弦联唱）

	 	 	 战友文工团曲艺队

	○ 最（相声）	 四川省广安县文化馆创作组

	○ 奇袭边和（天津快板）

	 	 	 空军某部战士业余演出队

	○ 戳穿纸老虎（山东快书）	 黄枫

	● 大寨人的故事 ( 中篇评话 )	 唐耿良

	● 同志，你是叫雷锋吗 ?( 弹词 )	 邱肖鹏	郁小庭

	● 战士对口词三首	阎明林	唐大贤	袁厚春	李士君

	● 《毛主席看了俺的枪》词曲和《俩老汉看比

武》的基本曲调

	● 高举毛泽东思想红旗，大写大演工农兵英雄人

物 ( 社论 )	

	● 我们是怎样向群众业余艺术家学习的	 于真

	● 两次握手	 赵开生

	● 我们喜欢对口词	 史长旭	卢德明	王运兴	杨涌

	● 对曲艺的几点意见和希望	 林陵

	● 一定要守好宣传阵地	 李德怀	曾宪荣

	● 开展讲革命故事活动的经验	 	

	 	 中共漳浦县委宣传部

	● 故事会的故事	 孙绍芳	姚文运	毛文成	陈济

	● 让优秀的革命故事到处流传 ( 书刊介绍 )	 王珏

1965 年第 3期（1965 年 5 月，总第 69 期）

	● 英雄榜 ( 快板书 )	 李润杰

	● 姑嫂比武 ( 锣鼓书 )	 许赵根	奚家湘

	● 红色的传统放光芒 ( 对口词 )	 	
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	 	 三五三五部队演唱组集体制作

	● 大海航行靠舵手 ( 相声 )	 储从善	吴均

	● 搬 ( 相声 )	 武际堂	张关源	蔡宝藩

	● 水车问题 ( 相声 )	 常宝霆

	● 瓮里的谷 ( 故事 )	 周永年

	● 支援越南一片心 ( 弹词开篇 )	 邱肖鹏

	● 竹蜂战 ( 四川评书 )	 熊炬

	● 三个美国佬 ( 天津快板 )	 周庆国

	● 南方捷报 ( 相声 )	 刘宝瑞	吴捷

	● 毛泽东思想是革命文艺工作者的灵魂	 朱光斗

	● 反复学习　不断前进	 黄枫

	● 写《大寨人的故事》的一点体会	 唐耿良

	● 工农兵谈曲艺

	○ 希望到工农兵中间来扎根	 马瑞增

	○ 我们需要多的好作品	 孙礼平

	○ 要更好，还是下功夫	 孙占奎

	○ 一定要把毛泽东思想学到手	 刘永昌

	● 读者对《曲艺》的意见 ( 八篇 )	

	● 曲艺工作者广泛展开援越抗美说唱活动 ( 综合

报道 )	

	● 王雪山和河西快板队 ( 通讯 )	 	

	 	 田永才	连治水	陈其安	韩钟昆

	● 送革命曲艺到高山林海 ( 通讯 )	

	● 曲艺短讯 ( 四则 )	

1965 年第 4期（1965 年 7 月，总第 70 期）

	● 革命曲艺工作者最根本的必修课	 本刊评论员

	● 为工农兵服务当无产阶级的文艺战士	 刘韵若

	● 学习毛泽东思想更好地为工农兵服务	 高仕群

	● “说唱社会主义新英雄”征文作品选刊	

	○ 下乡求教（故事）	 言可华

	○ “夜老虎”大战水泵房（故事）	 	

	 	 郭文品		维兵

	○ 小数点（故事）	 许春

	○ 飞雪迎春（唱词）	 杨金亭

	● 越南必胜 ( 弹词合唱 )	 	

	 上海市人民评弹团青年演出队集体创作

	● 中国人民硬骨头 ( 对口词 )	 瞿琮

	● 心在最前哨 ( 对口词 )	 王乃青

	● 夜营六盘山 ( 对口词 )	 唐世敬

	● 越学心里越亮堂 ( 柳琴 )	 薛传训

	● 小车老板 ( 单出头 )	 张文奇	刘中

	● 书记送宝下乡来 ( 四川清音 )	 邓新志

	● 谁家姑娘这样好 ( 弹词开篇 )	 朱寅全

	● 《家规》( 故事 )	 吴兆洛

	● 红纸伞 ( 弹词开篇 )	 夏史

	● 学游泳 ( 相声 )	 王成祥	李德俭

	● 双比武 ( 二人转 )	 王彻

	● 故事员笔谈 ( 四则 )	 	

	 	 李树财	徐法根	杨振财	蒋桂福

	● 一支坚决为政治为生产服务的业余说唱队	 	

	 	 徐集区文化分馆

	● 贫下中农的好榜样 ( 工农兵谈曲艺 )	 本刊记者

	● 配合政治斗争　发挥尖兵作用 ( 工农兵谈曲

艺 )	 	 郑莹芝

	● 曲艺短讯 ( 七则 )	

1965 年第 5期（1965 年 9 月，总第 71 期）

	● “说唱社会主义新英雄”征文作品选刊

	○ 欧阳海救列车（故事）	 黄永泉

	○ 背篓日记（相声）	 赵连甲	薛宝琨	郝爱民

	○ 拉煤上任（道情）	 夏雨田
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	○ 单臂擒敌（四川评书）	 何畏

	● 赎马记 ( 故事 )	 许岱

	● 小段选载

	○ 双修井（鼓词）	 王君

	○ 和田河（维吾尔族独塔尔弹唱）

	 	 新疆和田专区文工团演出本

	○ 队里出了好后生（马灯调）

	 浙江省乐清县西联公社下贾岙大队俱乐部

	○ 老货郎送货到山庄（小唱）	 解普定

	○ 我们是红军的新一代（对口词）	 王兴余

	○ 村前一块语录牌（快板）	 萧万件

	○ 侵越美军十大怕（三句半）

	 	 	 济南职工业余创作组

	● 铁桶 ( 相声 )	 马季	薛宝琨

	● 大战内燃机车 ( 对口词 )	

	 	 青岛四方机车厂职工业余文艺创作组

	● 我们是矿山民兵 ( 对口词 )	

	 	 淄博矿区职工业余演出队

	● 英雄人物唱不完 ( 对口词 )	 焦平

	● 革命的艺术家　群众的艺术家—随韩起祥下

乡记	 	 张前

	● 为革命创作演唱一辈子	 邹贵友

	● 怎样讲革命故事 ( 故事员笔谈 )	 李汇瀛

	● 几点体会 ( 故事员笔谈 )	 陈火培

	● 农村故事员潘明星	 乔琦

	● 立榜样　树新风 ( 工农兵谈曲艺 )	

	● 既是辅导　又是学习	海军政治部文工团技艺队

辅导小组

	● 农民欢迎有说有唱的幻灯	 本刊记者

	● 曲艺短讯 ( 十则 )	

1965 年第 6期（1965 年 11 月，总第 72 期）

	● 学习王杰　说唱王杰	

	○ 王杰诗抄	

	○ 学王杰（数来宝）	 朱光斗

	○ 王杰带兵（山东快书）	 张继良

	○ 雷场风雨（对口词）	 龚贤明

	○ 夸夸俺村地雷班（表演唱）	 潘玉琛

	○ 这个战士叫王杰（徐州琴书）	 刘昌朋

	○ 大家都来学王杰（相声）	 诸葛表弟

	● 全国到处有大寨 ( 数来宝 )	 沈彭年

	● 访大寨 ( 相声 )	 马季	李文华

	● 赶会 ( 唱词 )	 李文华

	● 俺的连长学游泳 ( 山东大实话 )	 王一清

	● “逐步升级”( 数来宝 )	 王希良

	● 镶牙记 ( 二人转 )	 儒鹏	正江

	● 放猪姑娘 ( 单出头 )	 袁敏	柯夫

	● 队长搬家 ( 嘭嘭鼓 )	 钟鸣东

	● 看戏 ( 山东快书 )	 张海楼

	● 人民的好车站 ( 二人转 )	 苗蕾

	● 扁担赞 ( 眉户表演唱 )	

山西省职工业余文艺观摩演出会晋南代表团

	● 红梅 ( 昭通唱书 )

云南省曲艺现代曲目观摩演出会

昭通专区代表队

	● 邮包 ( 故事 )	 邹太运

	● 我是怎样记住故事的 ?	 王建国

	● 谈朱光斗同志的创作 ( 工农兵谈曲艺 )	 史长旭

	● 需要这样的革命接班人 ( 工农兵谈曲艺 )	 	

	 北京黄土岗公社白盆窑大队业余创作组

	● 说唱文学的新收获 ( 书刊介绍 )	 谈奋生
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	● 编者的话	

	● 曲艺短讯 ( 三则 )	

1966 年第 1期（1966 年 1 月，总第 73 期）

	● 高歌猛进 ( 对口词 )	 	

	 华东师大中文系六一级戏剧组集体创作

	● 阮文追 ( 故事 )	 王建伟	金志礼	宗国良

	● 小艇吃大舰 ( 相声 )	 朱孟中	王志民

	● 抓活的 ( 相声 )	 增贤

	● 杨队长赶场 ( 故事 )	 余英华

	● 对手赛 ( 故事 )	 吴广元

	● 送粮 ( 秧歌帽 )	 李文俊

	● 棉田风波 ( 大调曲子 )	 何清科	杜保尚

	● 小闯将 ( 中篇评书 )	 刘大今	杨田荣	王樵

	● 高举红旗　胜利前进	 本刊编辑部

	● 讲一辈子革命故事　做一辈子党的宣传员	 	

	 	 吕燕华

	● 说革命评书　鼓革命干劲	 古吉华

	● 连队是部队业余创作的基地	 雷子明

	● 创作《英雄驯服“野马”炉》的经过和体会	 	

	 	 张功升

	● 评《我们的司务长》( 工农兵谈曲艺 )	 胡庆连

	● 评《白维鹏的故事》( 工农兵谈曲艺 )	 	

	 	 北京市郭公庄大队评论组

	● 给《曲艺》提几点意见 ( 读者来信 )	 安凤生

	● 为革命而劳动　为革命而讲故事 ( 通讯 )	

	● 学习王杰说唱王杰的活动蓬勃展开 ( 通讯 )	

1966 年第 2期（1966 年 3 月，总第 74 期）

	● 学习毛泽东思想红旗　做又会劳动又会创作的

文艺战士—一九六五年十一月二十九日在全

国青年业余文学创作积极分子大会上的讲话	 	

	 	 周扬

	● 学习英雄　说唱英雄

	○ 钢铁战士麦贤得 ( 对口词 )

	 	 	 解放军某部	朱孟中

	○ 毛泽东思想无往而不胜（数来宝）

	 	 	 解放军	宋振涛

	○ 赤胆红心麦贤得（快板）	 	

	 	 解放军某部	邵洪昌

	○ 英雄象（数来宝）	 解放军某部	王志诚

	○ 誓叫天下一片红（对口词）

	 	 	 公安部队某部	李忠有	张发良

	● 毛主席语录发下来 ( 唱词 )	 	

	 	 解放军某部	曾石龙	黄汉英

	● 大庆颂 ( 单弦联唱 )	 陈逢春

	● 千锤百炼 ( 快板书 )	 天津市曲艺团	李润杰

	● 斯日吉玛 ( 好来宝 )	 蒙古族牧民	扎巴苏

	● 洗脸盆 ( 快板 )	 解放军某部战士	侯连发

	● 山区医生 ( 相声 )	 武汉市说唱团	夏雨田

	● 小闯将 ( 中篇评书连载 )	 刘大今	杨田荣	王樵

	● 写故事也要“三结合”	解放军某部战士	郭士哲

	● 教育别人也教育了自己	 	

	 	 黑龙江省哈尔滨市毛织厂工人	李晶辉

	● 当贫下中农的代言人	 	

	 	 河北省秦皇岛市故事员	赵国强

	● 反映工人火热斗争生活 ( 工农兵谈曲艺 )	 	

	 	 北京市工人业余评论组	柳正

	● 赞背篓精神 ( 工农兵谈曲艺 )	

北京市三里河理发馆政治指导员	常秀桐

	● 曲艺短讯 ( 三则 )	

	● 严阵以待 ( 封面木刻 )	北京部队放映员	靳合德
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1966 年第 3期（1966 年 5 月，总第 75 期）

	● 在革命华道路上前进

	○ 毛泽东思想照得我心红眼又明

	 	 山西晋城曲艺队政治指导员　张连成

	○ 突出政治　发挥曲艺的尖兵作用

	 	 	 中共晋城县委书记　常三毛

	○ 坚定不移	 本刊评论员

	○ 欢迎日本民族艺能家	 张克夫

	● 向毛泽东同志的好学生—焦裕禄同志学习

	○ 学习焦裕禄　说唱焦裕禄	 本刊编辑部

	○ 突出政治　奋勇前进

	 	 中央广播文工团说唱团政治委员　张英

	○ 象焦裕禄同志那样做好政治思想工作

中国铁路文工团说唱队政治指导员	王世良

	○ 学习焦裕禄同志　在群众中扎根

	 	 	 黑龙江广播艺术团副团长　黄枫

	○ 焦裕禄同志是我们的好榜样

	 	 	 鞍山市曲艺团　杨田荣

	○ 踏着焦裕禄同志的足迹前进	

	 	 天津市南开区曲艺团　邵增涛

	○ 学习焦裕禄　促进思想革命化

	 	 中共郑州市曲艺说唱团党支部副书记

巴茂斌

	○ 改造思想　说唱英雄	解放军某部　陈增智

	● 焦裕禄斗天 ( 唱词 )	解放军某部	郑彦平	宋根涛

	● 好“班长”( 对口评说 )	 	

	 中央广播文工团说唱团	马季	刘宝瑞

	● 三访秦寨 ( 数来宝 )	 河南驻马店镇业余创作组

	● 风雪丹心 ( 苏州评弹 )	解放军某部战士	谭亚新

	● 淘尽红心为人民 ( 弹词开篇 )

	 	 	 上海市人民评弹团	夏史	一尘

	● 绘宏图 ( 京韵大鼓 )	

	 	 	 北京曲艺团	李惠英	马静宜	赵其昌

	● 送伞 ( 相声 )	 北京市青年曲艺队	胡仲仁

	● 美国佬爱吃“弹”( 相声 )	 社员	张好信

	● 大刀鱼 ( 山东快书 )	 解放军某部	杨志达

	● 美国鬼子变矬 ( 山东快书 )	 工人	刘德杰

	● 小闯将 ( 中篇评书连载 )	 刘大今	杨田荣	王樵

	● 誓把仇恨变力量 ( 工农兵谈曲艺 )	社员	于美珍

	● 可贵的启示 ( 作品评论 )	

中央广播文工团说唱团		马季	李文华	赵连甲

	● 谈谈山东柳琴书的曲调	 刘书方

	● 他心中装着全体人民　唯独没有自己 ( 封面 )	 	

	 	 辰生

1966 年第 4期（1966 年 7 月，总第 76 期）

	● 突出政治是一切工作的根本—论突出政治

(《人民日报》社论 )	

	● 曲艺犹如一日三餐	 	

	 	 日本民族艺能家代表团团长	冈本文弥

	● 在革命化道路上前进

	○ 扎根农村，为贫下中农服务—介绍辽宁

省新民县曲艺团	 中共新民县委宣传部

	○ 突出政治是办好曲艺团队的关键

	 	 中共安达县委常委、宣传部长	于镇波

	○ 活学活用毛主席著作，在革命化道路上前

进	 韩利民	王继先	黄诗俊

	○ 用毛主席思想统帅曲艺团队的一切工作

	 	 	 本刊评论员

	● 向毛泽东同志的好学生—焦裕禄同志学习

	○ 走革命化道路，回答焦裕禄同志的关怀
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	 	 	 河南省兰考县说唱团

	○ 学习焦裕禄同志，做坚强的革命战士

	 	 	 天津市曲艺团副团长　李润杰

	○ 老老实实地向焦裕禄同志学习

	 	 	 中共北京曲艺团支部书记　李柏心

	● 学习英雄　说唱英雄

	○ 毛主席的书是最高指示 ( 数来宝 )

	 	 	 解放军某部	宋振涛

	○ 毛主席怎样说我就怎样做（山东柳琴书）

	 	 	 解放军某部	李二词	向午曲

	○ 钢铁战士麦贤得（故事）	 	

	 	 解放军某部	孔宪甫

	○ 兰考四面旗（数来宝）

	 	 	 开封专区文化局写作班

	○ 焦裕禄夜访老贫农（山东快书）

	● 内蒙古自治区一九六六年群众业余文艺观摩演

出会节目选刊	

	○ 三个车老板（二人转表演唱）

	 	 	 哲里木盟代表团	郑士谦

	○ 壮志篇（好来宝）	 哲里木盟代表团

	○ 八百里河套当战场（对口词）

	 	 	 巴彦淖尔盟代表团	石没雨

	● 一毫米 ( 二人转 )	 北票县曲艺创作组

	● 打 ( 快板 )	 解放军某部班长	往善芝

	● 碧海蓝天一对红 ( 故事 )	 	

	 	 解放军某部	蔡干	关远图

	● 反抗 (《收租院》泥塑群象之一 )	 封面

1966 年第 5期（1966 年 9 月，总第 77 期）

	● 评“三家村”—《燕山夜话》《三家村札

记》的反动本质	 姚文元

	● 高举毛泽东思想伟大红旗　积极参加社会主义

文化大革命—《解放军报》四月十八日社

论	

	● 千万不要忘记阶级斗争—《解放军报》五月

四日社论	

	● 工农兵向反党反社会主义分子开火

	○ 对牛鬼蛇神就是要“霸道”	 吴振山

	○ 邓拓一伙是不拿枪的敌人	 李宗和

	○ 不许“三家村”黑帮乱说乱动	 甄达鉴

	○ 向反党反社会主义黑帮开火（对口词）

	 	 	 于启元

	○ 对准牛鬼蛇神，杀 !（对口词）	 张翔生

	○ 齐心合力打豺狼（快板）	 邱宏祁

	○ 不准邓拓挖墙脚（快板）	 瞿伯安

	○ 毒蛇出洞定要打（快板）	 王先桂

	○ 瞄准黑线狠狠地打（对口词）	 张庆元

	○ 不获全胜	决不收兵（对口词）	 邓花绪

	○ 捣毁“三家村”彻底闹革命（通讯）	
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科学研究費補助金・基盤研究（B） 
「近現代中国における伝統芸能の変容と地域社会」（代表：氷上正）

研究成果報告会
近現代中国の地域社会と芸能 ― 皮影戯・京劇・説唱 ―

参加報告

川　浩二

2013 年 12 月 1 日（日）に慶應義塾大学日吉キャンパスにおいて、研究成果報告会「近現代中国

の地域社会と芸能―皮影戯・京劇・説唱―」が開催された。本報告会は 2010 年度に始まる、

科学研究費補助金・基盤研究（B）「近現代中国における伝統芸能の変容と地域社会」（代表：氷上正）

の期間終了にあたり、中国都市芸能研究会の共催のもとで開かれたものである。また中国都市芸能

研究会叢書 3『近現代中国の芸能と社会　皮影戯・京劇・説唱』（以下『論集』と称する）を披露する

機会ともなった。

当日は研究代表者氷上正の前言から始まり、以下の 4組が登壇し、各組が発表 30 分の後、フロ

アとの討論をそれぞれ 20 分行った。

•	 影絵人形劇の台本と即興性― 皖南大影の事例から　千田大介（慶應義塾大学）

•	 近代江南における村落社会と芸能― 宣巻と堂名を中心に　佐藤仁史（一橋大学）

•	 檔案資料から見た 1950 年代中国の影絵人形劇 ― 河北省における登記工作を中心に　戸部

健（静岡大学）・山下一夫（慶應義塾大学）

•	 古装新戯の誕生 ― 『嫦娥奔月』初演の文脈と古装の由来　平林宣和（早稲田大学）

（当日の発表順）

最初の千田発表は、『論集』所載の論文と同じく、湖南省宣城に伝わる影絵人形劇について発表

したが、論点をとくに皖南大影の台本と上演の部分にしぼった。

千田の発表が基づく現地調査は、本報告会が基礎とする研究プロジェクトの実施期間である

2009 年から 2013 年に渡って、多くのメンバーが参加して行われたものである。また現地調査の対

象となる地域についても、従来行ってきた中国北方地域での調査・研究を江南地域にまで広げたも
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のであり、今次の研究プロジェクトの中心の一つを担うものといえよう。

冒頭では安徽省宣城の歴史的、地理的な概要が説明されるとともに、影絵人形劇の上演実態が図

像資料を用いつつ解説された。

皖南大影は人形や音楽よりも、その台本のあり方と利用法に、他の地方と異なる特徴が見られ

る。皖南大影の台本は物語の梗概を記したものにすぎず、これを当地では「紀字頭」と呼ぶ。芸人

は「紀字頭」によって演ずるため、歌詞は役柄や場面に応じてある程度決まったものを即興的に組

み合わせていく形式となっており、セリフと歌詞がそろった台本を見ながら演ずるものとも、台本

の内容を完全に暗記して上演時には見ないというものとも異なる。

このシステムを用いれば、小説を読んだ芸人がそれを直接影絵人形劇に改編することができ、観

客の新たなニーズに応えることが容易である。類型の組み合わせの即興であるため、歌詞の芸術性

を問うことは難しいが、小説の物語を非識字者層に伝えるためのメディアとして考えれば、すぐれ

た機能を有しているといえる。

古典的な文学を基礎とした演劇・戯曲の研究では、まま対象に美学的価値を求めがちになるのに

対して、とくに影絵人形劇は農村での上演が基本となる以上、農村における社会的な機能を評価す

るべきであるとの提言で発表がしめくくられた。

続く佐藤発表は、従来の中国演劇史研究によって得られた、中国の農村と都市における地方演劇

とその社会的役割の歴史的変遷のモデルを、江南農村社会史研究の成果をふまえ、江蘇呉江の村落

社会を事例として検証するものであった。

まずクリークに沿った村落の地理的な広がりと、村落が「段」と呼ばれる地縁集団に分かれてい

ることが紹介されたうえで、当地の語り物芸能である宣巻と堂名を例に、村落と祭祀と芸能の関係

について見取り図が示された。

宣巻は依頼者がおもに個人であり、宗教儀礼にともなって行われることが多く、堂名は「段」に

もとづく村民の共同の依頼によって行うことが多いという対比と、宣巻と堂名がともに市鎮の茶館

にいる「牌話」と呼ばれる仲介者をはさんで芸人や劇団に依頼されるという共通性が解説された。

芸能や演劇の種類が依頼者やシチュエーションによって選択されること、それらが祭祀を媒介と

して統合される当地の村落において、村落の下部にある地縁集団のつながりと関わっていることが

明快に提示された。今回の事例をひとつのモデルとして、より普遍的な議論へと発展させていく見

通しをもって発表を終えた。

3番目の戸部・山下発表は、前半では戸部が河北省檔案館での資料調査を通して得られた影絵人

形劇に関する公文書について、調査の経緯と資料の概要を説明し、後半では山下が従来の影絵人形
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劇の研究に対して、公文書がどのような役割を果たすかについて述べる形で行われた。

1950 年代に、影絵人形劇の劇団が各地で国営劇団化していったことは、各地の影絵人形劇の調

査によって共通して得られていた事実であり、老芸人たちのインタビューでもたびたび言及されて

きていた。本発表によって示されたのは、1950 年代における芸能団体の公的な登録を進める「登

記工作」が、国営劇団の設立と表裏一体の関係にあるということであった。さらに「登記工作」に

関係する公文書が、登録されなかった半農半芸の劇団の状況を知るためにも有用であることが説明

された。

従来では個人の回想録やインタビューなどから個別の劇団や個人の経歴をたどることが中心で

あったが、公文書を利用することで、それらを位置づけ直すことができる。本発表は公文書を演

劇・芸能研究に積極的に利用することにより、従来と異なる角度での研究を行える可能性を示した

ものであった。

最後の平林発表では、梅蘭芳が 1915 年に初演した古装新戯『嫦娥奔月』が、どのような状況の

もとで作られたのか、また「古装」と呼ばれる、従来の京劇の衣装にはない、伝統的な意匠とモダ

ンなスタイルを持った衣装が採用された理由はなぜだったのか、について論じられた。

梅蘭芳とそのブレーン斉如山は多くの回想録を残しており、資料は豊富に残っているかに見える

が、いっぽうそれらは当時から長い時間を隔てているために話者の記憶が不確かであったり、イン

タビュアーの書き起こしのさいに誤りが生まれたりという問題点もある。それらを補完するために、

今回の研究では当時の新聞広告を客観的な証拠となる上演記録として用いたことが述べられた。

『嫦娥奔月』の初演が 1915 年であったことは間違いないが、創作の理由、初演の正確な日時に

ついては各種の回想録の内容が錯綜していた。当時の新聞広告の調査を通じて、『嫦娥奔月』が旧

暦 8月 15 日の中秋節に合わせて上演されていたことが検証された。同時にライヴァル王瑤卿が第

一舞台で『天香慶節』を上演していたことも確認でき、対抗する意味で上演されたという文脈も読

み取ることができる、と説明された。

さらに『嫦娥奔月』の特徴である「古装」が、上海の文明戯における紅楼夢を題材とした演目に

おいて試みられていたことが新聞広告からも確認できることから、その新機軸を梅蘭芳らが参照し、

外国人に受けやすい歌舞劇の一つの要素として取り入れた、という文脈が導かれた。

当日の参加者は、発表者もふくめて 15 名程度と大きな規模ではなかったが、そのぶん活発な意

見交換が行われ、4時間以上に渡る開催時間も短く感じられたほどであった。

今回の 4つの発表は対象となる地域も時代もある程度異なるものであったが、4つともに従来の

それぞれの分野の研究が用いてきた研究方法と資料の調査範囲を見直す形で進められていることが
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印象的であった。それはごく簡単にいえば、既存の、もしくは新たに行ったインタビューによって

得られた言説を文献調査によって補正することと、それとは逆に、文献の記述や先行研究で示され

たモデルの当否を現地での聞き取り調査によって検証することである。

共同研究に参加したメンバーが相互に研究対象と方法論、資料の調査範囲を共有・交換しながら

研究プロジェクトを完了させたことを十分に示す内容となっていたといえよう。さらに当日はフロ

アには中国の近現代史を専門とする参加者も多く、研究対象と方法の交換・共有がさらに進展する

ことを期待させた。筆者も中国都市芸能研究会の会員の一人として、その進展にいささかなりと寄

与できるよう、強く期するものがあった。

なお当日のそれぞれの発表内容は、基本的には前掲の『論集』に掲載された論文に拠っている。

詳しくはそちらをご覧いただきたい。
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【現職】早稲田大学講師

【論著】「『通俗皇明英烈伝』と和刻本『晩笑堂竹荘画伝』」

（『アジア遊学』第 105	号、2007 年）、「「明太

祖遊武廟」物語の成立と展開―武成王廟から歴

代帝王廟へ―」（『中国都市芸能研究』第八輯、

2009 年）、「天一閣博物館蔵『国朝英烈伝』と

歴史小説『皇明英烈伝』の制作」（『第一回若手

シンポジウム論文集』日本中国学会、2012 年）
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【最終学歴】早稲田大学大学院文学研究科中国文学専攻

博士課程中退

【現職】慶應義塾大学経済学部教授

【論著】「北京西派皮影戯をめぐって」（科研費報告書『近

代中国都市芸能に関する基礎的研究』、2001

年）、「乾隆期の観劇と小説～歴史物語の受容に

関する試論～」（『中国文学研究』第二十四期、

1998 年）、『チャイニーズ・カルチャー・レビ

ュー』vol.1 ～ 7（共同監訳、好文出版、2005

～ 2010 年）、『電脳中国学入門』（共著、好文出

版、2012 年）

戸部　健（とべ　けん）

【生年】1976 年

【最終学歴】慶應義塾大学大学院文学研究科後期博士課

程修了、博士（史学）

【現職】静岡大学人文社会科学部准教授

【論著】「1920 年代後半～ 40 年代天津における義務教

育の進展とその背景」（『東洋史研究』第 69 巻

第 4 号、2011 年）、「平民教育と天津社会―中

華民国北京政府期における「社会教育」の地域

性―」（山本英史編『近代中国の地域像』山川

出版社、2011 年）、「中華人民共和国初期にお

ける「社会教育」と大衆運動― 天津市の事

例から― 」（『人文論集』（静岡大学）No.63-

2、2013 年）
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【最終学歴】東京都立大学人文研究科中国文学専攻博士

課程単位取得満期退学	

【現職】慶應義塾大学総合政策学部教授	

【論著】『中国の禁書』( 共訳、新潮社、1994 年）、『性

愛の中国史』（共訳、徳間書店、2000 年）、『イ

ンテンシブ中国語―集中型中国語講座』（共

著、東方書店、2000 年）
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【生年】1971	年

【最終学歴】慶應義塾大学大学院文学研究科中国文学専

攻後期博士課程単位取得退学

【現職】慶應義塾大学理工学部准教授

【論著】「明清小説の版画に見える道教神―三清と如

意」（『アジア遊学』133 号、2010 年）、「『中原

音韻』音韻テーブル開発における諸問題」（『中

国古典戯曲総合データベースの発展的研究』平

成 20-22 年度科学研究費補助金基盤研究 (C) 研

究成果報告論文集、2011 年）、「天台山の済公

伝説」（『洞天福地研究』第一号、2011 年）
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中国都市芸能研究会 2012 年度活動記録

2012 年 5 月 19 日

2012 年度春季大会

会場：福井大学教育教育地域科学部一号館 4階　

401 講義室

内容：

•	 各種議事

•	 研究発表：

	◦千田大介（慶應義塾大学）「皖南皮影戯の “ 太

平戯 ” をめぐって」

	◦川浩二（早稲田大学）日本における水滸伝画

の継承関係について	 ― 北斎と国芳を中

心に ― 」

2012 年 8 ～ 9 月

科研費研究「近現代中国における伝統芸能の変容と地

域社会」夏期現地調査

第一班

内　容：安徽における芸能現地調査

参加者：太田・佐藤・千田・山下

第二班

内容：華北・東北における芸能現地調査

参加者：千田・戸部・氷上・山下

2013 年 1 月 12 日

2012 年度冬季大会

会場：慶應義塾大学日吉キャンパス来往舎小会議

室

内容：

•	 各種議事

•	 研究発表：

	◦戸部健（静岡大学）「檔案史料から見た河北

省皮影戯と政府との関係― 1950 年代を

中心に ― 」

	◦山下一夫（慶應義塾大学）「東北皮影戯の特徴

について」


