
小倉百人一首競技かるたの普及過程

谷 口 直 子

1.はじめに

｢小倉百人一首｣は,13世紀に藤原定家が選

定 した秀歌選であるが,紙製のカー ドに書かれ,

かるたとして遊ばれるようになったのは17世紀,

江戸時代前期である｡ 明治時代には,百人一首を

一対一で取 り,各々25枚の持ち札を先に0枚にし

た者が勝つ競技形式が確立された｡｢競技かるた｣

は戦中の中断を挟み,現在まで続いてきた｡筆者

は自ら ｢競技かるた｣に取 り組むうち,競技人口

が地域的に偏っていることがわかった｡競技かる

たの大会運営 ･段位認定にあたっている社団法人

全 日本かるた協会 (以下全 日協)への登録者

2153人 (全国)のうち,福井県 ･神奈川県 ･静

岡県の団体への所属者が,東京都 に次いで多い｡

一方,北海道 ･佐賀県 ･長崎県 ･沖縄県では登録

者は0人である (第1図)｡そこで,競技者がこの

ように偏 って分布するに至った経緯を探 るため,

｢競技かるた｣の全国への普及過程を明らかにし

たいと考えた｡なぜなら,関連する従来の先行研

究では普及過程がまったく明らかにされていない

からである｡

ここで,従来の先行研究を検討 してみたい｡百

･｡J7

第 1図 ｢全日本かるた協会｣都道府県別会員数

平成14年度全日本かるた協会会員名簿より作成｡都道府県名および数字は,

上位5県,下位5県の会員数を示す｡
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人--･首については,文

学的研究のほか,遊び

の一つとして捉えた民

俗学的研究が多 く行わ

れているが,ここでは

競技かるたに限定 して

レビューしたい｡競技

かるたについては,戟

技方法についての研究

が数多 く出版されてい

る｡ 若 目田 (1903),

城 (1913), 高 宮

(1923)などが挙げら

れる｡ また,選手や勢

力の移 り変わりを研究

したものもある｡ 山田

(1926)がその例であ

る｡

しかし,競技かるた

を文化 として とらえ,

その発展,変遷を研究

したものはほとんどな

い｡石川県立中島高校

歴史研究部 (1993),

滝沢 (2001)があるに
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過ぎない｡多 くは,文学的解説へのつけたし,あ

るいはかるた遊びの発展形として,競技方法や競

技ができたあらましなどが紹介されるにとどまっ

てきた1)｡

そこで本論文では,百人一首が競技化されてか

ら現在に至るまでの普及過程を考察する｡ まず第

2章で現在の普及状況について整理する｡ 第3章

では,第二次大戦前と戦後の,全国への普及過程

を考察する｡ 調査方法としては,競技人口を全国

的に調べたものが存在しないため,残された大会

開催記録から判断する｡ ただし,戦前の大会は記

録がある限り全て掲載されているが,戦後の大会

は全国大会に限っている｡ 厳密には大会開催地で

ある都市ごとに普及状況を検証することが必要で

あるが,戦後は,球技団体が各都道府県かるた協

会下に統合されるため,戦前戦後とも普及過程を

都道府県レベルまで考えることとする｡ 第4章で

は,よりローカルなレベルでの普及過程を明らか

にし,競技人口の地域的偏在の原因を探るため,

地域人口に比べ,競技人口が著しく多い福井県と

静岡県の事例についての聞き取り及び文献により

考察する｡ さらに,全国各地での普及過程と比較

する｡ 第5章では,第2章から第4章の結果を受

け,競技かるたの普及過程と競技人口との偏在の

関係について考察する｡

2.現在の普及状況

まず,現在の ｢競技かるた｣の競技人口の分布

と,競技会について整理する｡

現在の競技会は,昭和29年に結成された全日

本かるた協会のもとで行われている｡ 全日本かる

た協会は平成8年に社団法人化 し,正式に組織化

された｡全日本カルタ協会は大会開催及び支援を

行うほか,段位授与も行う｡ 段位は初段から十段

である｡ 全国から参加することが可能な ｢全国大

会｣は級別の トーナメントが行われ,A級からE

級までのクラスに分かれて競技が行われる｡ 四段

以上がA級,二 ･三段はB級,初段はC級,無段

者はD ･E級に出場することができる｡

競技者は ｢かるた会｣と呼ばれる同好会に所属

し,｢かるた会｣は全日本かるた協会に所属する｡

全日本かるた協会によって段位を認定された場合

は,全日本かるた協会の会員となる｡ 毎年会費を

納めることにより全国大会に出場することができ

る｡

段位を持たない競技者は登録されないため把握

されていないが,初段以上の会員の分布により一

定の普及状況を読み取ることができる｡ 平成14

年度の全日本かるた協会会員名簿より会員数を調

べ,都道府県別に整理してみた (第1図)｡なお,

会員名簿には氏名と連絡先のみが掲載されており,

年齢 ･性別は不明であるため,人数のみの分析で

ある｡ 全会員は理事を含め,2153人である｡ 前

年平成13年度と比較すると,29人の増加である

(全日本かるた協会,2000,2001)｡戦前から中心

地としての役割を果たしてきた東京都にある会の

会員が最も多 く,423人である｡ ともに戦前から

西の中心として多くの競技者を輩出したと考えら

れている大阪の会員は,137人で5番目だった｡

特に注目されるのは,2位の福井県,4位の静岡

県で,かるたの中心地である東京 ･大阪からやや

離れた土地で,競技者が多い｡一方,北海道,佐

蛋,長崎,沖縄には会員がいない｡北海道 ･長崎

は過去に会員がいた記録があるが,佐賀 ･沖縄の

記録はない｡現在の競技人口は以上のような地域

的偏りを示す｡この地域的偏在を引き起こすに至

った普及過程を次章から検証する｡

3.全国への普及

3.1 競技の成立

江戸時代,百人一首は,伊勢物語,源氏物語と

ともに,上流階級の女子の,和歌の教養のひとつ

とされた｡｢歌かるた｣という紙のカードの形に

なったのは,元禄期ごろとされる (増川,2000)｡

16世紀後半にヨーロッパから伝来したカー ドゲ

ームと,平安時代から公家の間に遊び継がれてき

た ｢月覆い｣が混じりあったと言われる｡17世

紀,紙の生産技術が向上し,また印刷技術も向上

したことから,月の代用として紙によるものが作

られ,現在のように歌と歌仙絵を措いた札と,下

の句のみを書いた札の組み合わせとして定着して

いったと考えられる (増川,2000)｡

川柳や往来に百人一首や歌かるたが登場するこ

とから,江戸 ･上方の大都市では庶民にまで普及

したと考えられる｡ 地方でも参勤交代で江戸と支

配地を往復 していた武士や,商人の往来により普

及した可能性がある｡ 福井藩では毎年正月に城で

かるた大会が開催され,町人の参加も許されてい
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た2)｡

明治に入ると,かるたはお正月の行事として男

女が集まり家庭で楽しまれるものとなった｡かる

た遊びは,当時若い男女がおおっぴらに接触でき

る少ない機会だった｡明治36年ごろには現在の

ように上の句 を読んで取るようになった (若目田,

1903)｡

一方,明治25-26年ごろ,東京帝国大学の学

生により同好会が設立されたのを始めとし,百人

一首を競技 として楽 しもうとする人々が現れた

(緑眼児,1906)｡ 学生の活動から始まったことか

ら,上流階級 ･知識階級が主な競技者であったと

考えられる｡

明治37年2月11日には当時の新聞社 ･寓朝報

の遊戯部が初めての競技会を開催 し,約100人が3),

｢朝報社遊戯部考案になる新式の最 も公平なる歌

留多を用い｣4),競技を行った｡この後 『南朝報』

主催者,黒岩涙香は東京のかるた同好会の上部組

織となる ｢東京かるた会｣を結成 し,競技に必要

な整備を行っていった｡文字がまちまちだった札

を統一するべ く,一

定のひらがなを用い

た札 ｢標準かるた｣

を作 っ た ｡ ま た ,

｢競技規定｣ を定め,

一定のルールの下で

競技を行うようにし

た｡ これに よって,

全員が同じ条件のも

とで技量を競い合う

ことができるように

なり,競技として確

立された｡

この時期に競技か

るたが成立 した背景

には当時の軍国主義

的風潮が挙げられる｡

日露戦争開戦のころ

に第一回東京かるた C)g

大会が開かれており

明治38年元旦の特

集記事で黒岩は ｢来

る新年は軍国の新年

ですから,斯かる敵

味方に分れて争ふ遊

びが最も適当でもありませう｣と述べている｡ 好

戦的であり,日本主義的なものを求める空気の中,

｢日本伝統の｣遊びを生かした ｢競技｣が歓迎さ

れたのである｡ また,普及にはメディアの力が大

きく影響 した｡『寓朝報』は,明治25年に発行を

始め,当時スキャンダルなどの3面記事を中心に

した内容で特に学生の支持を得ていた有力紙だっ

た｡(山本,1984)｡ 百人一首競技かるたは大会告

知広告 ･大会結果の記事として報道され,ブーム

を創 り出すことに成功 した｡東京では明治39年

までに大小合わせてのベ35団体のかるた同好会

が確認される (縁眼児,1906)｡

3.2 第二次大戦前の普及過程

東京で普及 した競技かるたは,各地に広まって

いった｡東京で明治37年に競技が確立された後,

京阪神やその他の地方に伝わり,競技者が増加 し

た結果,大会開催に至っていると考えられる｡ 詳

細な記録は残っていないため,現存する大会開催

記録 (第2図)と,東京かるた会の沿革をまとめ

1--
/---

∩』
第2図 戦後の大会開催地

『かるたチャンピオン95年のあゆみ』より作成｡数字は初めて開催された西暦年を示す｡
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た山田 (1926)から推測する｡

東京かるた大会入賞者のうち,東京かるた会以

外の選手は,地域名で分類すると静岡,横須賀,

千葉,前橋,大阪,水戸,長野,仙台,滋賀,熊

本,京都,神戸,鹿児島,徳島,高知,函館から

来ていた｡

大会開催記録によると,当時の競技会には ｢全

国大会｣とそうでない大会があった｡大会の分類

について定義した記録はないが,ここで仮に定義

する｡ 本稿では広 く全国から競技者を募る大会を

｢全国大会｣とし,そうでない大会は地域で競技

者が競うためだけのものであったと考えられるた

め ｢地方大会｣(第3,4,5図)と呼ぶ｡

｢全国大会｣は,明治44年に大阪大会が開催

されたのが初めてで,次いで大正2年に東京大会,

大正6年に京都大会,大正8年に神戸大会,大正

14年に中京大会と開催されるようになっていく｡

各大会は戦争で途絶えるまで毎年継続して開催さ

れていく｡ その他の地方での ｢地方大会｣は,水

戸が最も早 く明治43年に開催 している｡ その後

｢地方大会｣は11年間開催が確認されない｡その

後は大会が相次いで開催される｡金沢で北国大会

が大正11年,高知で大正12年,静岡,浜松で大

正13年に開催されている｡ 大正15年 (昭和元年)

以降は毎年どこかで大会が開催される状況になり,

昭和8年までかるたブームともいえる大会ラッシ

ュの状態が続く｡

この大会開催記録から普及ルートを推測すると,

まず東京から大阪に伝播 し,京都 ･神戸に伝わっ

た｡ただし,京阪神ではすでに明治35年ごろか

らかるたの同好会が結成され,一対一で取るかる

たがはやり始めていたため (高宮,1923),東京

のルールはすぐに受け入れられたと考えられる｡

東京近辺では明治45年,横浜にまず伝わってい

る (山田,1926)｡ また,水戸大会開催の明治43

年には水戸にも伝わっていた｡10年近 くの空自

の後,桐生,筑波,宇都宮,浦和への普及が確認

できる｡ 同じころ,仙台でも大会が始まっている｡

仙台-も,東京から伝播 したと考えられる｡ 東北

地方ではその3-5年後に各地で大会が開催され

ていることから,少なくとも4都市での普及が確

認できる｡ 仙台からの伝播が推測される｡

第3図 戦後の大会開催状況 ･東日本

『かるたチャンピオン95年のあゆみ』より作成｡点線は断続的開催を示す｡Sは昭和,Hは平成｡
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第4図 戦後の大会開催状況 ･西日本

『かるたチャンピオン95年のあゆみ』より作成｡点線は不定期開催期間を示す｡Sは昭和,Hは平成｡
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函館での大会開催も確認される｡ 本州に近い地域

であり,江戸時代松前藩がおかれたこと,幕末に

箱館 (後の函館)が開港されたことから考えると,

本州から競技かるたを知る人物が渡 り,普及した

可能性が考えられる｡

静岡 ･浜松へは東京からと名古屋から,2つの

伝播ルートが考えられる｡ 桑名は地理的に名古屋

と近いことから,名古屋からの伝播が考えられる｡

甲府は静岡 ･浜松の4年後に大会開催があるが,

静岡からと,東京から,2通り考えられる｡

京阪神間では大阪にまず伝わった後,京都 ･神

戸に相次いで普及し,その後,金沢 ･福井に伝わ

ったと考えられる｡

九州,四国は,京阪神を経由して伝わったと考

えられる｡ただし,高知は黒岩涙香の出身地であ

り,東京から直接伝えられた可能性 もある｡ 四国

では高知のほか今治での大会の記録が残っている｡

今治は地理的関係から中国地方経由ではないかと

考えられるが,中国地方での普及が確認できてい

ないためはっきりしない｡また,大会記録はない

が愛媛で明治末期から競技かるたが行われていた

ことが伝えられている (山本,1986)｡九州では

福岡 (大正9-昭和 12年),長崎 (昭和3年),熊

本 (昭和4年)の大会が確認されている｡ 宮崎で

も昭和2年から県内で大会が小規模な行われ,昭

和 14年まで行われていたという記述が残ってい

る (伊藤,1988)｡

このように,大会記録の年代などから,東京 ･

京阪神を中心に地方に普及していったと推測でき

る｡ 記録が残っていないため,中国地方,近畿地

方でも和歌山,奈良,中部地方では長野,岐阜,

北日本では福島,新潟のことがわからない｡これ

らの地域の記録が明らかになれば,競技かるたの

普及過程はより明確になると考えられる｡

全国に広がっていく過程で,競技自体にも変化

がおきた｡大きな変化は次の2点である｡

まず,ともに競技に参加していた女性を排除す

る動 きが現れた｡明治41,42年頃,東京では競

技が普及してきて世間の注目を浴びるようになっ

ていた｡そこで東京府内の各会は,女性を目当て

に入会する不健全な輩が増えることを防ぐため,

かるた同好会 (以後 ｢かるた会｣とする)を ｢健

全な集まり｣とするため同盟規約を結んだ｡会員

を ｢素行不良ならざる男子｣と規定 し,女性を競

技から締め出してしまったのである｡ 競技かるた
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は大学生中心の知識人階級から始まったが,普及

にともなって競技者層が広まったことにより,低

俗化を恐れたと考えられる｡ このころ,東京かる

た会は,競技かるたを ｢科学的競技｣ (山田,

1926)と称し,ただの ｢かるた｣と一線を引こう

とする態度を示し始めていた｡正月に男女で楽し

むかるたと一線を画す意図もあったと考えられる｡

さらに,非難の声を無視できなくなっていた｡例

えば,『婦人画報』明治42年1月号では山脇房子

が ｢風紀上より見たる歌留多遊び｣と題し,かる

たの取り方は男女入り乱れて手と手を重ねロの利

き方も馴れ馴れしくすると指摘 している｡ ただ,

女性ばかりの大会や大会によっては女性が参加す

ることもできた｡また,宮崎など地方の一部では

男女が共に参加していた (伊藤,1988)｡女性は

競技から完全に締め出されたわけではなかったこ

とが分かるが,女性が競技に参加することを男性

側が拒否した事実は残る｡

ふたつめの大きな変化として,全国組織が結成

され,競技の精神性を追及する動きまで現れたこ

とが挙げられる｡ 昭和9年,競技かるたの全国組

織として,大日本かるた協会が結成された｡昭和

11年には段位が制定された｡会長伊藤秀吉はこ

のころ ｢かるた道｣を提唱し始めた｡嘉納治五郎

が ｢柔術｣を ｢柔道｣としたことや ｢茶道｣など

を例にあげ,｢かるたといえども真剣に研究すれ

ば,天地の秘奥に情人することが出来る｣｢一切

の芸術は 『道』に通じ得る｣ と述べている (牧,

1968)｡｢柔道｣を例に挙げていることから,｢武

道｣を念頭に置いていることがわかる｡ 当時,戟

争色の強まる時勢の中,｢武道｣がイデオロギー

化され,｢武道｣こそ日本の国技であるという概

念が生まれた (井上 ･西山,1996)｡競技かるた

は,旧来の遊び方の中から一対一という対戦法を

選択 し,統一 した札を作 り,競技規則を制定 し,

｢科学的競技｣(山田,1926)として研究し,理論

を構築,全国組織を創設し,段位を制定するとい

う,｢近代化｣の過程をたどってきた｡｢武道｣と

同じ過程を踏んできたことから,｢武道｣に倣っ

て精神性を強調したものの,具体的な ｢精神｣が

語られないまま現在に至っている｡

このような変化を経て ｢競技かるた｣は戦後へ

も引き継がれていったが,戦争中に途絶えた大会

も多く,普及状況は戦前と異なった｡第3節で検

討する｡

3.3 第二次大戦後の普及過程

昭和 18年ごろ大日本かるた協会は ｢国家非常

時の最中に恋歌遊びとはもってのほか｣ (伊藤,

1972a)として治安組織からの圧力を受け,大会

を中止した (伊藤,1972b)｡以後,代わりに ｢愛

国百人一首｣ 6)を使用した競技を1年あまり行っ

た (滝沢,2001)｡

終戦の翌年,昭和21年には東京で大会が開催

され,全国組織 ｢日本かるた協会｣が設立された

(滝沢,2001)｡ 各地の全国大会も,少しずつ再開

されていく (第3,4,5図)｡

日本かるた協会は競技のルールや使用札をめぐ

る内部対立から分裂 し,昭和29年に改めて ｢全

日本かるた協会｣ (以後全 日協)が結成された｡

現在まで,この協会の下に競技かるたの団体が統

括され,全国競技会が開催されている｡

大会開催記録 (全日協,1999)によると,戦後,

競技大会は年々増加し,平成8年には年間50大会

となった｡大会の種類が増え,学生大会やシニア

大会など参加者を限定した大会,職域学生大会な

どの団体戟の大会も開催されるようになった｡上

級者のみが出場できる大会は,名人戦 ･クイン戟

をはじめとし,選手権大会,選抜大会が新設され

た｡これにともない,開催地も広がった (第6図)｡

大会開催年,開催地を整理すると,第3-5図の

ようになった｡そこで,戦前の開催地と戦後の開

催地を比較し,開催の有無によって各地での普及

状態の変化を考察した｡

まず,戦前に開催の記録があり,戟後すぐに復

活 した大会が挙げられる｡ 昭和20年代 に,東

京 ･京都 ･仙台 ･金沢 ･大阪 ･横浜 ･福岡 ･神

戸 ･名古屋で再開された｡これらは,戦前の活動

が継続された地域であると考えられる｡

戦前に開催の記録があり,戦後時間がたってか

ら復活 した大会もある｡ 熊本や静岡などである｡

これらは戦争により衰退したがやがて盛 り返した

か,または戦前の競技が途絶えて新たに普及した

かのどちらかと考えられる｡ 静岡大会は昭和41

年に始まっているが,これは戦中に競技が完全に

途絶えたが戦後改めて普及した結果,開催された

大会であることが,筆者の調べで明らかになって

いる (第4章参照)｡

戦後始まった大会で,戦前の記録がない地域の

場合は,新たに普及した可能性がある｡ 中国地方
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第6図 戦後の大会開催状況 ･特殊な大会

『かるたチャンピオン95年のあゆみ』より作成｡肩数字1,2は毎年開催地が移動｡

()内は参加者を限定した大会,<>内は現在開催されていない大会｡

の大会がこれにあたる｡

また,戦後開催された大会のうち,現在まで継

続されず,途絶えている大会がある｡ 一宮 ･黒磯

などである｡ これらの地域では大会を開催 した当

時はさかんであったが,衰退してしまった可能性

がある｡ ただ,開催をやめる理由には地域の大会

の乱発を避け,出場者を確保 しようとする狙いも

あると考えられる｡ 東京 ･京都 ･大阪 ･金沢 ･名

古屋 ･福岡の各都市では競技人口も多く,複数の

大会が開催されていたが,後者の理由で大会数を

しぼったと考えられる｡ そのほかの兵庫 ･岡山 ･

栃木 ･茨城各県の都市では,前者の理由から開催

を見送った可能性がある｡

戦前の開催があったが戟後は開催の記録がない

地域もある｡ 函館 ･秋田 ･鶴岡 ･花巻 ･桐生 ･山

梨 ･長崎である｡ これらでは戦争で途絶えたか,

または衰退 した可能性がある｡ 現在の会員数から

考えて,少なくとも競技の規模が小さく戟前の勢

いをなくした状態であると推測される｡

一方,戦前に引き続き大会開催の記録がなく,

戦後,登録団体も確認で

きない地域がある｡ 佐賀

県と沖縄である｡ 江戸時

代以前は琉球王国であっ

た沖縄県は,和歌 ･かる

たといった文化的な下地

がなく,普及をみなかっ

たと考えられる｡ しかし,

佐賀県でほとんど普及し

なかった原因は不明であ

る｡ 今後の追及の余地が

ある｡

北海道での百人一首と

言えば,｢下の句かるた｣
が一般的である｡ 下の句

のみを読み上げ,loo杖

の木製の札 を取 り合 う｡

試合は,時には何日にも

及ぶ7)｡戦前は函館での

大会開催の記録が残って

いるが,戦後北海道での

開催記録は皆無である｡

しか し平成 13年までは

｢旭川上の句かるた会｣

が全日協に登録されてい

た｡函館 とはまったく離れた土地であり,新たに

普及したものと考えられる｡｢上の句かるた｣と

いう命名は ｢下の句かるた｣が主流である北海道

独自の表現である｡ この旭川の団体は,平成 14

年度は全日協に登録されておらず,初段以上の会

員はいないことがわかっている｡普及はしたが,

強い選手が常に輩出されるほどには定着していな

いといえる｡

一方,戦後大会を開催する地域 ･大会数 ･種類

が増加した背景には競技人口の増加がある｡ 新た

な競技者層への普及が,その一因と考えられる｡

まず,女性が競技に再び参加するようになった

ことが挙げられる｡ 女性競技者は,第2章に述べ

た通 り,明治41年ごろに競技から閉め出しを受

けていた｡戦後再び女性が競技に参加するように

なった経緯はあきらかではないが,昭和30年に

は女性競技者は1万人といわれるほどになった

(朝日新聞,1955)｡平成14年現在,全日協会員

名簿の氏名から女性と思われるものを数え上げる

と,正会員 ･賛助会員あわせて1323人と,全会
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員の約60%を占める｡

また,大会の種類が増加した中で,特に,学生

のための大会が複数創設されたことから,学生の

競技者が特に増加したと考えられる｡ 学生の競技

者が増加 したことを,昭和44年に始まった全国

かるた競技学生選手権大会 (以後,学生大会)の

結果を検証することにより,明らかにしたい｡

記録が保存されていた昭和53年の第14回大会

から,平成14年夏に開催された第63回大会まで

の学生大会の結果を分析 した｡ この大会は昭和

49年より毎年2回春と夏に開催されている｡ 春の

大会は,夏の大会よりも参加者少ない傾向が見ら

れた｡そこで夏の大会に注目し,参加者数の変化

をみた (第7図)｡

昭和53年夏には100人程度だった参加者は,辛

成14年夏には450人を越えた｡内訳をみると,高

校生が多く,ついで大学生が多い｡夏季開催大会

の,高校 ･大学生の参加者数をみると (第8図),

1970年代から80年代前半にかけては大学生の参

加者が高校生を上回った｡しかし昭和61年の大

会からは平成元年を除いて高校生が上回った｡高

校生の数は変動が激しいが全体的に見ると増加の

傾向にある｡ 大学生はほぼ毎年ゆるやかに増加し

ている｡

高校生の変動の激しさに注目すると,急激に増

加 した平成9年や,2-3年かけて急激に増加 し

た平成2年から平成4年にかけての大会の後では,

急激に参加者が減っている｡ 高校在学中の参加で

あるため,3年で卒業を迎えることが,急激な変

化につながると考えられる｡ 急激な変化の波が大

学まで押 し寄せた年もあった｡昭和62年をピー

クとした高校生の増加の場合,2年後には昭和60

年並にまで参加者数が落ち込んでいる｡ 一方で,

その2年後の平成元年の大会では,大学生は急激

に増加しているのである｡ ただ,翌年一気に昭和

63年並に落ち込み,参加者全体の急激な落ち込

みを招いた｡高校生は部活動として3年間続ける

者が多い｡しかし卒業すれば環境が変化 し,かる

たを続けられない人が多い｡このため,大学生の

参加者が高校ほどの急激な変化を示さないのであ

ろう｡ 大学生の中には,大学入学後にかるたをは

じめる人もおり,それが緩やかな増加につながっ

ているのではないだろうか｡

なぜ学生競技者が増えたのかを明らかにするた

め,平成14年8月に開催された第63回の同大会

第7図 全国かるた競技学生選手権大会 ･夏季開催大

会参加者数 (同大会記録より作成)
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第8図 全国かるた競技学生選手権大会 ･夏季開催大

会大学生 ･高校生参加者数 (同大会記録より作成)

においてアンケー トを実施した｡競技者が,いつ,

どのようなきっかけでかるたに取 り組み始めたの

かを明らかにできれば,競技かるたの普及の一端

を明らかにできると考えたからである｡

アンケー トは,第63回全国学生選手権大会に

出場した学生及び運営スタッフの学生を対象に行

った結果,257名の回答を得た｡在学校名,学年,

性別,居住地 (都道府県),出身池 (都道府県)

(大学生のみ),級 ･段を尋ねた上で,競技かるた

をはじめた時期を選択式で,競技かるたをはじめ

たきっかけを複数回答で回答 していただいた｡

第63回大会参加者は451名,参加校数は111校

だった｡うち大学157人,短大 1人,高校204人,

中学18人,中高一貫校 8)45人,小学校26人だっ

た｡

かるたを始めた時期について,回答者257人の

うち約53%にあたる136人が高校時代に始めたと

回答 した｡大学入学後に始めた人,中学時代に始

めた人はともに約 17%だった｡小学生時代に始

めた人は約 14%,就学前は約 1%,3人だった｡

回答者の現住地は,静岡が もっとも多 く67人,
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ついで東京が63人だった｡大学生には大学入学

以前の居住地 (出身池)もたずねた｡大学に入っ

て始めた人は43人で大学生の約42%であり,辛

数以上の人は出身地で始めたと考えられるからで

ある｡ 大学生の出身地は静岡が22人と最も多 く,

ついで東京都,11人だった｡静岡県でかるたを

始めた人が89人にのぼることがわかる｡

かるたを始めたきっかけは始めた時期ごとに異

なった (第1表)｡

就学前に始めた人は全員 ｢家族がやっていたか

ら｣と回答し,身近な家族の影響が強いことがわ

かった (第1表-1)｡ 小学生のときに始めた人は,

家族に加え,友達などの家族以外の身近な人の影

響や地域の影響が見られる (第1表-2)｡さらに

学校の授業や行事で取 り上げられたことがきっか

けとなったことがわかる｡

中学生時代に始めた人の場合は学校の影響が濃

く見られる (第1表-3)｡ 特にクラブ活動の影響

が大きい｡学校に競技に取り組む環境が整ってい

ることから,始める人が多かったことがわかる｡

高校時代に始めた人は圧倒的にクラブ活動の影

第 1表 競技かるたを始めた時期 ･きっかけ

(1)就学前に始めた場合

(回答者3人 ;複数回答町)

族がやっていたから 3

(2)小学生で始めた場合

(回答者31人 ;複数回答可)

1)会貞を限定しないかるた同好会

(3)大学入学後に始めた場合

(回答者43人 ;複数回答可)

族がやっていた 2

人に誘われた 10

-クル 12

際に見て興味を持った 4

校行事 ･授業 16

メディアの影響 3

びかるた2)の経験 4

2)｢競技｣ではない ｢百人一首｣のこと

(4)中学生のとき始めた場合

(回答者44人 ;複数回答可)

(5)高校生のとき始めた場合

(回答者136人 ;複数回答可)

第63回学生選手権大会における質問票調査から著者作

成｡

響が大きい｡｢クラブに興味を持った｣という回

答は78あり,回答者136人中半数以上の人がクラ

ブ活動を原因としてあげている (第1表-4)｡ま

た,｢実際に見て興味を持ったから｣という理由

を挙げた人も34人おり,学校という生とにとっ

ての日常生活の場に競技かるたが存在することが

大きく影響したと言える｡

大学に入ってから始めた人は ｢サークルに興味

を持った｣｢友人に誘われた｣という回答が多 く,

大学生活の中で競技に接点があったことが始めた

きっかけとなった人が多かった (第1表-5)｡ま

た,回答者のうち16人が学校での行事や授業を

きっかけとして挙げており,中等教育以前の学校

教育の影響が見られる｡

この結果,競技かるたに取り組み始める一番の

原因として,学校教育,特にクラブ活動の影響が

大きいと考えられる｡

これに関しては,小寺 (1998)が国語教育の観

点から,学校教育と百人一首の関わりについて分

析 している｡ 小寺が学生を対象にして行ったアン

ケートの中で,学校での ｢百人一首大会｣の経験

の有無についてたずねた結果,回答者217人のう

ち,7割以上の人が小中高等学校のいずれかで

｢百人一首大会｣に参加 した経験があった (第2

衣)｡中学校での体験が最も多い｡この中でも近

畿6府県の出身者は62%が中学校で体験するなど,

他県の出身者よりも多い｡ただし,アンケート実

施地が京都であり,関西出身者が多いことを念頭

におかなければならない｡その上でも,国語教育

において,百人一首かるたが学校で利用される傾

向があることがわかる｡

以上の調査により,戦後,学校教育の中での百

人一首およびかるたの普及が競技かるたの競技人

口増加の一因であることが明らかになった｡戦後

第2表 学校で ｢百人一首大会｣があったか

全体 近 畿六府県 その他の出身者

小学校であった 26.60 28.20 24.10

中学校であった 51.30 62.00 35.20

高等学校であった 26.90 33,10 1.7.60

小寺 1998より引用｡調査対象は龍谷大学文学部教職課

程履修者271名,平成9年7月実施｡
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の競技かるたの普及過程には,学校教育が大きく

影響していると言える｡

4.地域における普及過程

4.1 福井県の事例

4.1.1 現在の競技人口

福井県の人口は約82万9千人で,47都道府県

中43位である (国勢調査,平成 12年)｡しかし,

平成14年度,福井県の団体所属者のうち全日本

かるた協会登録をした人は173名だった｡これは

東京都についで第2位の多きである (第1図)｡た

だし,全日本かるた協会の登録者はほぼ初段以上

(賛助会員は無段者も含む)であるので,実際の

競技人口はこれよりも多い｡

福井県内の,全日本かるた協会会員の分布の特

徴を見る｡ 平成13年度会員名簿により会員在住

地の分布図を作成 した (第9図)｡三国町と武生

市に会員が多く住んでいる｡ しかし,県東部,県

南部 (嶺南,若狭)の市町村にはほとんどいない｡

地域的にかるたのレベルが片寄っていることがわ

かる｡

全日本かるた協会へは,福井県の競技者は全員,

｢福井渚会｣の会員として登録されているが,こ

れは福井県外-向けての便宜的な所属団体に過ぎ

ない｡全員が福井市に集結しているわけではない｡

各市町村や学区単位で普段の練習が行われている｡

その上に,県内のかるた会をまとめる組織として

第9図 平成14年度全日本かるた協会会員 ･福井県市

町村別の分布 (平成14年度全日本かるた協会名簿によ

る)

｢福井県かるた協会｣があり,大会の開催,級の

認定など,県内の諸事務を行っている｡ 福井県の

初段以上の選手はここの会員となっている｡

福井県かるた協会員の内訳を見ると,全日本か

るた協会に登録せず県協会へのみ登録している人

が25人いる (福井県かるた協会,2001)｡段位は

持っていても全国大会には出場していない人,あ

るいは競技からは引退した人と考えられる｡ この

25人を含む県協会登録者を,年齢別に分類 した

結果,中学生にあたる13-15歳の会員が最も多

く,41人だった｡ しかし高校 ･大学にあたる年

齢の選手は,23,人,15人と中学生に比べ少な

い｡しかし,10代を合計すると,福井県かるた

協会会員の中でもっとも多い｡20代後半と30代

は少ないが,40代は29人,50代は26人で,40-

50代が10代に次いで多いことがわかる｡

以下,なぜ競技者が増加したのたか,なぜ有段

者の年齢層の偏 り,特定の地域への偏 りが生じた

のか,考察した｡

4.1.2 福井県における競技かるたの普及過程

福井市の順化,春山両地区では古老の語り草に

なる昔話があった｡越前松･平藩が毎年正月に福井

城で催したかるた大会には城下の町人も参加でき

た｡町人達はこの武士を負かす機会に向けて猛練

習を積んだ｡明治以後も両地区では,かるたが取

れるようになると一人前の男として扱われるよう

になった｡ かるたが新聞に取 り上げられた昭和

47年当時62歳の青木勢太郎氏の話である9)｡明治

期については明らかになっていないがかるたの伝

統は引き継がれたと考えられる｡

その後,大正から昭和の福井のかるたについて,

福井県かるた協会の前会長,故仙達実氏が,平成

三年の講演の中で述べている｡ 仙達氏がかるたを

始めたのは大正3年ごろだったが,まだ札は変体

仮名など色々だった｡しかし競技に参加した大正

11年頃には変体仮名の札はなかった｡ 当時福井

市にはかるた同好会が5つほどあり,鯖江,武生

にもいくつかあった｡この同好会がお互いにかる

た大会を開催し,技を競いあった｡さらに金沢や

京都,大阪の大会にも参加し合い,技術の向上を

図った｡年々福井の大会もさかんになっていった｡

しかし昭和 12年,日中戦争に突入すると,福井

県でも中断した-o)｡

戦後すぐ昭和23年に開催された全国かるた福
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井大会 (以下,全国大会)は,現在まで毎年開催

されている｡ 平成 14年には55回を数えた｡また,

県民を対象にした福井県選手権大会 (以下,県大

会)も昭和29年から毎年開催されている｡ 第1回

全国大会後には,戦前の同志によって福井県かる

た協会が設立された｡戦前かるたを取った経験が

あった福井市長が会長となり,福井県内の競技か

るたを統括するようになった｡県協会設立と同時

に西日本かるた連盟 (京都 ･大阪 ･神戸 ･桑名 ･

東海 ･石川 ･福井)に加盟し,昭和27年には全

日本かるた協会の設立とともに加盟 した｡県協会

はやがて,全日本かるた協会が定めた初段レベル

未満の選手のために,初級から9級までの級を設

定し,選手の努力目標として定めた｡

福井県かるた協会事務局長である田中東一郎に

よると,全日協登録会員,つまり有段者が現在の

ように多 くなったきっかけは,昭和46年に創設

された全国小中学生選手権大会において,三国町

の雄鳥小学校の生徒が優勝 したことだった｡三国

町内の小学校では昭和44年から雪に閉ざされる

冬にかるた教室が行われてきた｡町内の小学校の

教諭が集まり,相談して思いついたのが始まりと

いう11)｡雄島小学校と加戸小学校は毎年対抗試合

も行っていた12)｡この動きが全県に広まり,小学

校ごとにかるたに取 り組み,各地区で競技会も開

かれるようになった｡当時の福井新聞が地区大会

や入賞者について細かに報道している｡ 全国紙の

地方版でも取 り上げられるようになり,地元での

認知度は一気に上が り,保護者の理解も得られる

ようになった｡むしろ保護者が熱心になるケース

も多 く,競技に取 り組む生徒の母親が読手になる

という事例が多数ある｡ このような保護者の取り

組みが競技人口の増加を支えていたと言っても過

言ではない｡現在では小中学生選手権-の福井県

からの出場者があまりに多いため,福井県からの

参加者が制限されているほどだ｡毎年,小中学生

選手権出場者を選抜するための大会が開かれてい

る｡

では実際にはどのように競技人口が変化してき

たのであろうか｡福井県かるた協会では詳細な会

員数の記録が残されていないが,福井県で行われ

てきた大会の参加者数,福井県かるた協会による

級 ･段位授与者数がわかっている｡ これらの記録

から,競技人口の変化の過程を推測したい｡

県大会の参加者数は,昭和33年から残されて

いる記録によると,昭和41年以降増加 していっ

た｡事務担当が不在で記録が残されなかった昭和

34-38年,昭和40-44年,昭和55-63年の推移は不

明である｡ しかし,前後の記録より,1980年代

に頂点に達 したと推測される｡ 昭和63年以降は

徐々に減 り始め,平成8年から平成9年に大きく

減った後,減少傾向が続いている｡

続いて,県大会参加者数を,平成元年以降につ

いて,全国大会の参加者数と比較する (第10図)｡

全国大会は敷居が高 く,挑戦する人が少なかった

ため200人代で横ばいを続けていた13)｡しかし,

500人代を保っていた県選手権への参加者は平成

7年から平成8年に大きく落ち込み,以後全国大

会の参加者数と同じくらいの数となった｡

次に,福井県かるた協会による級 ･段位の授与

者数について考察する｡福井県による独自の級認

定者数は昭和62年は前年より大 きく増加し,翌

年昭和63年にピークを迎えたと見られる｡ しか

し,その翌年から落ち込み始め,平成7年からは

毎年減り続けている (第11図)｡一方,段位認定

者数は平成7年から平成9年に増加 したが,級認

(人)
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0

･W･.d･'㍗ L''叫 ･･.･.I"〟･r,･hp･.･･･叫l･.､､
...･,･･･∴了･､｣.

＼-

##攣躍#粟粟粟耳攣##QP
-恥 gL遭串穐 -一 会由夫轟

第10図 福井県選手権と全国福井大会参加者数

福井県かるた協会の記録から作成｡
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走者は平成7年以降減 り続けている｡ つまり,新

しい人材の数が少なくなっていったということで

ある｡ 段位認定者数が平成9年以降減 り続けてい

るのも,この人材の供給不足によると考えられる｡

つまり,昭和46年,小学生選手権優勝者輩出

のニュースが県内の小学校に広がり,競技かるた

への取り組みを強めた結果,競技人口が増えるに

至ったことが分かる｡ しかし,級認定者が減少す

るという現象から推測すると,小学生の競技者が

減少しており,競技人口全体も減少していると考

えられる｡

これについて田中は,筆者のインタビューに答

え,地域によって強さに大きな差ができたことを

原因としてあげる｡ 現在,三国町 ･武生市に段位

所持者 (全日協会員)が多い｡三国 ･武生の生徒

が実力的に突出することで,他地区の生徒がやる

気をなくすというのである｡ また,武生市かるた

協会の藤田貴美江は,小学校で始めた生徒が全員

競技を続けるわけではないと指摘した｡小学生時

に始めた生徒達は,中学に上がり,高校に上がり,

学校が上がるたびに一人また一人とやめていくと

言う｡ 強くなった子供だけが残っていく傾向があ

るという｡

小学校 ･中学校 ･高校では団体戦において,チ

ームで勝つという目標が設定しやすい｡しかし,

年齢が上がるにつれ比重が重くなる個人の競技と

なるとモチベーションを長 く保つことは難 しい｡

このような背景があるのではないだろうか｡

しかし,選手が減る傾向にあり,地域により実

力に差があるというものの,福井全体では全国的

にもレベルが高い｡このレベル向上の一因として,

田中は,｢福井道場｣と呼ばれる福井県協の練習

場の存在を挙げた｡昭和62年ごろ,会長栗原続

が建設し,前会長の時代6-8畳だった練習場の

2倍の広さを確保 した｡ここに県内各地で育った

選手が通い,競い合うことでレベルアップがはか

られているのである｡

このような普及過程を経て,福井県は全国でも

有数の競技かるた有段者を輩出,その層は厚いの

である｡

4.1.3 武生市の現状

武生市では,平成13年度,全日本かるた協会

会員数が35人と,三国町に次いで2番目に多い有

段者を輩出している｡ なぜ強い選手が育ったのだ

ろうか｡武生市かるた協会の理事長,藤田貴美江

氏に,武生市で競技かるたが盛んになってきた経

緯を聞いた｡同協会は,県協会に所属する,武生

市のかるたの本部である｡ 彼女自身は子育ての過

程でかるたに関わり始めた母親だった｡

彼女がかるたを始めたきっかけは,娘が小学校

1年生だった13年前,子供会活動での町内地区対

抗かるた大会だった｡試合は,5人1チームで一

人8枚の持ち札,計80枚を取 り合うという,武生

市独自のルールで行われた源平戦形式の団体戦だ

った｡毎年1月下旬から2月上旬にかけて行われ,

前年の12月から地区ごとに練習を重ねて臨んだ｡

指導するのは,親たちだった｡子供が2-3人い

れば十数年,毎年かるたに関わることになった｡

活動を毎年続けるうち,競技かるたに興味を持つ

親子も何組か出てくる｡ 藤田親子は,大会に出た

際,県協会の競技者と出会い,｢競技｣を始めた｡

地区で競技かるたの練習会を開催したり,県協会

の練習場への送迎を他の親たちと分担して行うよ

うになった｡親たちが協力し合い,興味をもった

子供を発掘し,育成していく仲間作 りに成功した

のである｡

県協会の練習に参加するようになると全国大会

や合宿,練習会などの情報が入るようになり,集

団で和歌山や東京へ遠征に出かけるようになった｡

この一部の親子の動きが,地元メディア ･福井新

聞の報道と,学校での伝達表彰によって認知され

るようになり,次第に市内の小学生に広まった｡

全国大会を目指す子供が増えたのである｡ 子供を

指導して上達した親が,市内各地の公民館や自宅

などで教えるようになった｡

さらに平成11年,武生市で開催された全国女

流選手権大会にともない,百人一首フェスティバ

ルが開催されたことで,武生市や武生市民の意識

が変わった｡

活動にともなって武生市かるた協会の仕事も担

うようになり,組織の整備にも着手した｡武生市

かるた協会の運営は,親たちが中心となって行う｡

藤田氏の娘は高校に進んで以後かるたから離れて

しまった｡しかし,子供がかるたを離れてもなお,

市協会,県協会の理事としてかるたのために日々

奔走している｡

以上が藤田氏による武生市で競技かるたが広ま
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った経緯である｡ 子供会組織がもととなり,地域

での活動が競技かるたの選手を育てるまでになっ

たことがわかる｡ 特に保護者が熱心に取 り組む現

状が明らかになった｡

現在,武生市内で開かれているかるた教室には,

小中学生31人が通っている｡ 毎週火曜日に行わ

れ,県協会指導部長田中治美氏を講師として招い

ている｡ 読手 ･記録などは15人の理事,つまり

親達が2人ずつ,交代で行っている (かるた教室

名簿より)｡親たちが協力して成立 している教室

である｡

かるた教室以外に,市内7カ所で,それぞれ週

1-2回の練習会が開催されている｡ 県協会本部

の練習も週4回 (火曜は小学生E級のみ)あり,

こちらに参加する人も多い｡筆者が県協会本部を

訪れた11月上旬の土曜日も,武生の子供達が5-

6人練習に来ていた｡ 親が車で送って来ており,

読手も務めていた｡ 藤田氏が語っているように,

子供が始めたかるたに親が付き合って協力するこ

とで活動が活発に続いていることが分かる｡

また,練習以外に行事も行う｡ 年初には市内の

紫式部公園にてかるた始めのイベントが行われて

いる｡ 武生教育委員会の後援を受け,武生市の行

政 トップを来賓として迎え,武生市のお正月の風

物詩となっている｡ このイベントが武生市の競技

かるたに対する理解を定着させているといえる｡

武生市の強い選手は,これらの活動の積み重ね

から生まれた｡藤田氏は,これを,｢この時代を

同じ場所で生きた息の合った数名の親子が作 り出

した一つの 『うねり』｣と表現した｡藤田は今も

週3回,自宅を練習場として解放し,十数名の子

供達を迎えている｡

4.2 静岡県の事例

4.2.1 現在の競技人口

平成14年度全日本かるた協会登録団体のうち,

静岡県の会の会員は,合わせて148人だった｡こ

れは,東京都,福井県,神奈川県に次ぐ4番目の

多きである｡ この静岡県の会員の住所に基づいて

市町村別人数の分布図を作成した (第12図)｡こ

れによると富士市が最も多 く,32人,ついで静

岡市24人,浜松市17人である｡ 会員がいる市町

村は,東海道沿いであり,伊豆半島や県内陸部で

は会員の分布が見られない｡ただし,全日本かる

た協会に登録義務があるのは初段以上の競技者だ

けで,それ以外に任意の会員も含むが,静岡県の

全競技人口を表すものではないことに留意しなけ

ればならない｡

一方,静岡県には高校生のかるた選手が多いこ

とはかるたの世界では有名である｡ 静岡県では,

かるた部を持つ高校が集まって ｢静岡県高等学校

百人一首連盟｣を作 り,互いに連携を取っている｡

平成 14年度の ｢連盟｣の加盟校は24校だった｡

部員数を見ると,富士高校が圧倒的に多 く,50

人である｡ 次いで静岡東高校36人,浜松北高校

28人だった｡全体では227人で,全日本かるた協

会登録数を大きく上回る｡ 静岡県内で大きな勢力

であることがわかる｡ 高校の分布を見ると,JR

東海道線沿いに集中していることがわかる｡ これ

は,全日本かるた協会会員数の分布にほぼ重なる｡

特に人数の多い富士市,静岡市,浜松市には部員

数の多い高校があり,学校数も多いことが会員数

の多さに繋がっていると考えられる｡

静岡県の高校は,全国的に見ても学生かるた界

に大きな割合を占めている｡ 平成 14年8月の第

63回全国競技かるた学生選手権大会への参加者

451人のうち約4分の1が静岡県の選手だった｡

そのうち静岡県の高校生は75人,全体の16%を

占めた｡ただし,中学 ･高校の区別がつけられな

かった私立学校は除外したため,実際にはもう少

し多いと考えられる｡

静岡県では,なぜ高校生の選手が多くなったの

であろう｡ 以下,静岡県における普及過程を検討

第 12図 平成 14年度全日本かるた協会会員 ･静岡県

市町村別の分布

平成14年度全日本かるた協会名簿による｡
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した｡

4.2.2 静岡県における競技かるたの普及過程

静岡県でのかるたについて確認できた最古の記

録は,大正13年の ｢静岡大会｣｢浜松大会｣の開

催記録である｡ 静岡大会では ｢秋風会｣の尾藤良

興氏が優勝,浜松大会では所属会不明の高杉氏が

優勝 している｡ 両氏とも ｢3段｣と記録されてい

る14)｡｢秋風会｣は東京かるた会傘下に同様の名

称の会があり (山田,1926),東京からの参加者

だったと考えられる｡ 地元の競技者だけでなく,

東京の競技者 も出場するような規模の比較的大き

な大会だったことがわかる｡

静岡県ではその後,昭和4年に静岡中遠大会,

浜松大会,浜松久万大会,浜松自萩大会の4大会

が記録されている｡ また,翌年昭和5年には駿豆

大会が記録されている15)｡｢久万｣｢自萩｣は浜松

のかるた同好会の名称であると考えられる｡ この

年の4大会で優勝 した人物はいずれも所属会不明

で,どの程度の規模の大会かは不明である｡ しか

し,浜松で3大会が開かれていることから,特に

浜松ではさかんに競技が行われていたと考えられ

る｡｢久万｣｢白萩｣の会は独自に大会を開催する

ほどであるから,ある程度規模の大きな会で,技

を競うために開催 したと考えられる｡ また,｢中

速大会｣の名称から,県西部にも普及していたこ

とがうかがわれる｡ 同様に,昭和5年開催の ｢駿

豆大会｣からは,駿河 ･伊豆地方への普及がうか

がわれる｡ この時点では,伊豆半島でもかるた競

技がそれなりに行われていたと推測される｡

大会はこの後昭和 11年の静岡大会が記録され

ているだけである｡ 以後,戦争勃発により競技か

るたは中断したと考えられる｡

戦後,静岡の競技かるたは御殿場市民のかるた

大会から始まった｡この大会は,かるた好きの勝

亦芳雄が友人の市会議員 ･前田正雄に働きかけた

結果,市教育長の賛同を得て開催された｡年齢別

の市民大会だった｡開催年は不明である｡ この大

会は ｢かるた｣大会であって ｢競技かるた｣の大

会ではなかった｡しかし,そこ- ｢競技かるた｣

を知る近江出身の岡田栄一,市田光弘が出場 した｡

｢競技かるた｣を知らなかった勝亦,前田らは興

味を持ち,市民大会後,市かるた協会を発足させ

た｡彼らは前田宅へ毎晩集まって練習会をおこな

った｡さらに,岡田氏 ･市田氏を指導者として市

のかるたの強化を図り,競技人口の底辺拡大に努

めた16)｡

やがて,この競技を広めようとする動きが大き

くなり,昭和41年には第1回県民大会を開催 した｡

当時の正木一郎永世名人を招いて模範試合を行い,

A ･B級と,初心者の部であったC級の トーナメ

ントが行われた｡ 正木永世名人 17)の試合以外は

莫産の上で行われた18)｡現在競技かるたの試合は

畳の上で取るのが当然で,莫産の上で取ることな

ど考えられない｡会場の都合上,莫産になったよ

うだが,当時の競技かるたに対する理解のなさが

うかがえる｡

さてこの第1回県民大会の入賞者はほとんど御

殿場勢だったが,沼津市立高校の教諭,栗栖良紀

と成田真がC級に飛び入 り参加 し,それぞれ優

勝 ･準優勝を収めた｡これが,県内に広まってい

く大きなきっかけとなった｡昭和43年には第1回

全国かるた静岡大会を開催,以後毎年開催されて

いくようになる｡ 当初参加者数が伸び悩んだが,

他県からの参加者に宿泊手当てを支給する工夫を

し,他県からの参加者を積極的に迎えて以後,吹

第に参加者が増加した｡静岡県内の高校が力をつ

けてくるにつれ,他県の参加者よりも静岡県の参

加者が多 くなっていった19)｡

第1回県民大会に飛び入 り参加した栗栖 ･成田

は競技かるたに興味を持ち,練習を始めると同時

に,学校の生徒にも広めようと,勤務校であった

沼津市立高校に百人一首同好会を創設する (第3

表)｡生徒たちは確実に力をつけ,昭和43,44年

の全国大会のC級やD級に入賞記録が残っている｡

昭和44年,栗栖は県立富士高校に異動になった

が,その異動先でも百人一首同好会を結成する｡

会員は熱心に取 り組み,着実に実力をつけ,大会

で成績を残 した｡部と認められて後の活動はさら

に活発化 していった｡

この動きが他の学校の教諭を刺激した｡市立吉

原商業 (当時)でも部が結成される｡ 創設者であ

る安川敏夫は高校生時代に出身地舞鶴で競技かる

たの経験があった｡安川氏はその後移動先の浜松

東高校でもかるた部を創設した｡また,富士宮北

高校の場合は,教頭の隣家の息子が富士高校でか

るたをやっていたことから刺激を受け,自ら勤務

校にかるた部を創設したという｡ ほかにも,静岡

県かるた協会に所属 していた掛川東高校の曽我も

かるた部を創設する｡
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一方前述の栗栖はさらに異動先の長泉高校,沼

津東高校でかるた部を創設する｡

近年は静岡隻葉学園などの私立中高一貫校にか

るた部ができ,力を伸ばしている｡ 中高一貫校の

メリットはいくつかある｡ 一つは,中学時代から

取 り組むため,より動きを覚えやすいということ｡

また,高校3年間の倍の年月を費やすことができ

るため,強い選手を育てることができるというこ

とも挙げられる｡

このように県内の複数の高校でかるた部が創設

されたことにより,競技かるたに取 り組む高校生

が増えた｡数年後,卒業生が大学に進学 し,教師

となって再び静岡に戻ってくるケースが何度か出

てきた｡これにより,かるた部の指導者が増加し,

県内の高校生かるたの隆盛は継続,補強されてい

ったのである｡

現在の問題は,少子化を迎え,部員の確保が難

しくなりつつあることであり,高校生以外にも普

及が進む動きが期待される｡ その中で,現在静岡

県教育委員会による生涯学習講座の一貫 として,

競技かるたの講座 も設けられている｡ 受講生は小

学生 ･中学生が多いが,大人もいる｡ 高校生だけ

でなく幅広い年代に広めていくきっかけとなるこ

とが期待されている｡ また,かるた講座受講生の

中には,｢親が学生のころやっていた｣ というか

るた2世もいる20)｡

静岡県出身者が普及のきっかけをつくった地域

もある｡ 群馬県では,静岡県出身の男性が競技か

るたを指導したことがきっかけで近年,競技人口

が増加 している｡ このように,高校卒業後県外へ

出る人も多 く,現在 も10人の静岡県の団体所属

者が県外に在住 している｡

静岡のかるたは,戦後御殿場での地域活動から

始まり,高校に部活という形で広まった｡やがて,

かつての部員たちは成長し,家庭を持ち,社会に

出ていく過程で,さらに競技かるたを伝え広めて

いる｡ 静岡県で普及 してきた競技かるたは,県内

客地に,県民のより幅広い年齢層に,そして県外

客地に,さらに普及しようとしている｡

5.おわりに

本稿では,百人一首競技かるたの普及過程を,

断片的に残る資料の中から明らかにすることがで

きた｡

地域により普及過程は異なるが,普及には,描

導者の存在が不可欠であることがわかった｡さら

に,競技が広まり,競技人口が増えた地域では,

育った選手が,また,指導者として普及に貢献 し

ていたことがわかった｡つまり,競技者の再生産

を行うことに成功 した地域で,競技がよく普及し

たのである｡ 普及活動により競技かるたを伝え広

めるだけでなく,地域 ･団体による競技者の再生

産が行われてこそ,競技人口が増加 し,定着 して

いくことにつながるということができる｡

今後の研究課題としては,まず,競技かるたの

普及程度を把握するための,無段者の人口の正確

な調査が挙げられる｡ 各団体のレベルでの把捉は

勿論,大会参加者の記録も必要である｡現在でも

大会の記録は入賞者だけであることもままあるの

で,今後は各級の参加人数の把握もするべきであ

る｡ また,各地方の歴史は,今回断片的な資料か

らわかる地方のみについて記述するにとどまった｡

地域による普及過程の違いと地域的特徴 との関係

についても,追究の余地があるといえる｡
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注

1)この種類の記述には,青木 (1970),伊藤 (1972a,

b,1985),藤岡 (1979),盛野 (1996)がある｡

2)福井藩については,第4章第1節を参照のこと｡

3)『寓朝報』明治37年2月13日の記事による｡

4)『寓朝報』明治37年2月10日の広告による｡

5)明治45年 ｢横浜年会｣が結成されたことから確認で

きる (山田,1926)｡

6)東京日々 新聞と大阪毎日新聞が全国の読者に推薦を

つのり,12人の歌人が選んだ愛国的和歌百首で,昭

和17年11月発表された (滝沢,2001)｡

7)板かるた一北海道函館市.(OLD JAPAN 古きよ

き日本の姿.NO.90).『週刊新潮』1983.1.13号.グ
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ラビア｡

8)中学と高校の課程を一貫 して教育する私立学校のこ

とを,｢中高一貫校｣ とした｡記録に中高の区別がな

されていなかったためである｡

9)雪国その暮 らしを考える②.『読売新聞』1972.1.6付

10)福井県かるた協会 (1991)による｡

ll)女のはな息.『朝日新聞』1955.1.5付

12)前掲注9｡

13)福井県協会田中氏への聞き取 りによる｡

14)全 日本かるた協会 (1999)による｡

15)前掲注14｡

16)勝亦 (1997)による｡

17)正木は昭和 30-39年,10期連続名人位を獲得 し,

永世名人の称号を送られた｡

18)勝亦 (1997)による｡

19)前掲注 18｡

20)栗栖良紀氏よりの聞き取 りによる｡
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