
戦前におけるシャンハイ・イメージ位。の一断面

2) 3) 

1. は

自 について語り

ち＼ しし、。

いるむ だけではなく、

大人だけではなく、

文字｛（とされ、校認化されてさえいる。

リスの SF

林、パラー

の尽を返して、

スピノレバーグにより

バラードはそこで3

を中｛，＇＜として一

徐

どこにもいない、と自

それと 、込みなの

もの諮って

ことのある…

｝やした人々 の

は、イギ

バラード

ちが見た、あるいは開いた、中

を過して、当時のタト±t包（注 4)

；こし、る臼 、かなるもので、あったのか、またそれによって、

19 



時下において、沼本による中国授路の正当化の〈メディア／媒｛本〉となることを期待された

子どもたちの声が、し、かに権力により操作され、「少国民j形成に套IJったのかについて、以

していきたい。

2. 先行研究

f騒方」に関する研究はどのような状況か。 fl1i単にまとめると次の三つの傾向があると

されている。第一に、戦前期の綴方運動に関する研究、これは『赤い烏Jなど克意向け雑

誌との関わりについての研究、第二に、内地のllil語教青に関する研究、第三に、外地（値

民i也キ視界など）の盟諸教育；こ認する研究である。

、Jこついては、例えば、鶴見俊輔f日本のプラグマテイズム一生活綴り

1983: 41-63）、坪災二秀人「少女という場所一鳴る少女／歌う少女／書く少女－Jw感

－身体・表象J(J:']91: 2006・330-371）、田中俊弥 f文集実践の教育史的考

（平成 10 年度文調路、科学研究費補助金基＆~肝究（C) (1) 

ullij泣号の女流作家たちJ（高崎1995）には、

fタト1｛ちの状況jについて論じたものとしては、わずかに、小島務「第二次段界大

（ノj、鳥 1993）、小必勝「上海の日本入学校の性格」 （小島

他： 1999a）、小島勝 f中国における日本人学校の動向何本人学校の研究…異文化隣教

育史的考祭－j ｛ノj、お： 1999b）、

哲の ru日i誌綴方使uriJとその作品：昭和十組年四日

て」という論文があるのみである。

（小島 2003) 0 そして、熊木

『綬ブゴJについ

現在調べているかぎりでは、 fj二海j という f外地Jの日本人初等教育における「綴方j

lこ関する研究は小島勝の研究しかなし、戦前上海に、最も多い時では 10万人の日本人が住

んでいたことを想記すると この日オ吋、学生における上海印象の研究がし、かに少なし、かと

いう事実も実に畏域課い。ここでは小島の研究を前提としておきた川

小島)j寿「上海の臼本人朝交のf生絡J；こは、 f上海とし、う生活空間・教育環境におカサもた

日本入学校はどのような特色を帯びるのカもそこでの教員の教育営為や児窓生徒の学習形

態、親の教育意識は、どのように形成されるのかなどの問題訴設をもってJ（小島他1999a

136）いるのかを論じたものである。その第三節 f児蛍生徒の呉文化体験一寸学文の分析を通
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して…jでは、 1939年 10fl 10日 1940主手 12fl 

24 El 

しているつしかし、そのうち、

こ；ましているc

向j

、るc

回したいのは、 1937

と1937年8fl 13 El 

6）などについて 、くことにしたしミ

3. と

1888年3fl 9尽

－アナーキスト・

ナリスト・

－ガーノレ、モダン・ （モガ、 な とされて
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し 七高（現，｛£の麓児島大学）を経て京大に学び、政治判ヰを卒業した。その後、

「読売新滋lJr大寂毎日系！？閤j f東京朝日新民自などの言己主寄生活を経て文筆生活に入り、文

学評論、社会時評、風｛：供出手；こ腕をふるう一方、アナキズム思想家としての活動もあった。

大正期には『労機文学JF新興文学J問時く人j]!l'文芸樹剥その他の左翼嬬志に執筆し、

昭和のアナ・ボル文学運動の対立競にはアナキズムの主張をつよめた論鰭を張った

次大戦後、最初の地方選挙で推され、 ]RJ誌の杉並区長に当選して話題ーをまいたが、戦前か

ら生活諮問組合逆：動の実践者で、あったコ

彼の著書を調べていくと、潟：；；は多く、実におI~主にわたっている。有名なパーノレ・パッ

ク？大地J、『ジョヴァンニ・パどーニ自叙f説、スクインベック『怒りの葡萄』などに代表

される訳業もある。また、 1951年；こ、もと京城帝大で教織を執り朝鮮の左足｛開好究で有名で、

矧E-1－印刷出丸三Eしずず 1ナ，i:2，何十均-irえるうJ't.f(fえるi，被l：冬トり、 「現代文学論jの講義を

依頼されたこと 罰年11月 15l:lに死去、平年63歳で、あったO

あろ

っ主、

Jゴ毎との関係を整理しておかなければならないで

、ろいろな、いわゆる f上海ものJ（注7）をさj：いてし、た。魯迅との交渉もあ

らったことはよく知られる逸話である。

2田中国および上海に行ったことがあるc

の｜奇人との50l=l間の旅だった。

丸山娩霞と共に f文芸と桧闘の夕j

8は 1929伴、モダニズム系

上海での71約宝は一週間だった。

の交流も無視できない。上海で内1-LH！：店守通して、

している。上

程作栄、郁達

夫らと知り合っているむ亥た、その後、 9fl 26日北西JII路明河長Jにて安教に行く郁達夫

の送別会と新居などのti苦手盟会が開催され、張資平、問謀、｛守彦長、安5イ白奇、 1::ll¥:洋栄、階晶

孫、大阪毎回新開の波多江稜ーと悶中宗利、性廃治三郎、秋元次部、三菱公司の竹内良男

と平野勉、日 らが列席

西村（2003: 24-48）によると、 fこの訪中の結果、新居はや留についての論述を樹容的

にはじめることとなったまた、中国際係者子宮の翻訳を始めるきっかけそと得たのも、この

や国旅行であるJとしづ。これについては、新居白身がアンドレ・マロウ箸隙掛一革命

支那の小説－J]の f訳者序jにも述べてし、る（マロウ 1930・1-3）。
町立、 1934年5月22問、神戸、長崎を経て、上海に到者、内山書店で郷佑奇、

どの文学者にもあったc 26日南京に着して、仁村出設なと勃ね、 28日上海に戻って

いる。 6月8l=l香港にf到着、 9l=l広州、 14l=l上海航路へ、 20日日本に帰国した。上海での
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18 Fl 

）〆 、久
=o 

と深

と

6 

fl 26日、 もらし，， -

、る。

4. j綴方！と

さと支とめようとしたのでゐあろうかっそもそも、 と；玄

し、{nJか ？ 臼

(1956）に拠りなが

し＼

(1929～1937）とし、う

ぞ子ども

したとされているc

り

・村山授太郎（山形県）は、子ど

w っているのかを知り、そ

w させねばならない

せることができるのではなし、かと、

よらなし

きくなり、昭和 12

いけなしV として、こう 1940年（昭和 15年）か
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ら3 、税方教7ぎを進める教部たちは治氏維持拡違反の容疑をかけられ、全国で 300

この昭和 15年 2Jl 6日の村・111俊太郎の検挙にはじまる官憲の弾圧を契機

として、戦前の生活怒乞か運動は、大政翼賛体昔話（注 9）の中でその終患、を余援なくされ、

体制内化して、逆に f少罰民j形成に活用されたともいわれている。

戦後は、幾多の世情の混乱や知務ぎ平な教育改革の中で、 1947年（昭和22柄、文部省、

から試案として学習指導要領が提示され、新たに教科として社会科が誕生し、かつて、「読

み方・緩方j として独立に授業が行われていた畠語科教育のありかたも、新教脊のjjTI放しに

そって言語経験重援の方向で見直され、小学校において陸話科の中の「作文j としづ名称

が舟いられるようになっていったG 以上が、よく知られる「生活綴り方Jの紙特麟であ

るG

このよう

とりまくその

のうち、本論文取り上げる時£ケ現地報告J

うな状況で、あったのか。小学生たちを

始

り、上海で日中間率的渋闘状態に入っ

8月 13日、上海で臼中両＊の交戦が号号

、るQ この衝突で、日本はこ嗣師団を上海に

8月日日、 cji[f~fJUJも全国総動員令を発し、両国は全面戦争、へ

の道をたどることになる。上海の中国軍は、クリークと呼ばれる運河やトーチカという小

婆塞を頼みに、三か月あまりにわたり、臼本軍；こ頑強に抵抗し続けた。

白木軍が日

12月中旬で、あった。

89問自の 1937年 11月上j毎を完全に制圧した。首都商京のお簡は陪年

上海や天津には、多数の日本入居留民がおり、尽本人小年校も

あったが、これらすべての、人も施設も、直接戦乱の影響を受けた。その内 日本

AJは内地ヘヲ；き揚げることができたが、いやおうなしに現地にとどまらなくてはならぬ

人びともあって、その子どもたちも両親と共に残留していった。 9月上旬、戦火の上海か

ら逃れてきた小学生や現地に残っている小学生たちの作文が紙闘に出た。つまり、かれら

｛ま ともに受けた最初の被害者J（秋山 1991:154）とし、うことになる。

したこの？綴方王見地報告iが発行されたのは、 1939年 10月初日、

してから約2年後であり、その2年間に、南京は占領され、徐州も占領さ

れたコ 1938年5）ヲ 2613には、毛沢東が「持久戦論j している。日本国内では、 fベ

24 



fl 11β 14 

II＼発し、さらに、 し

し、 j言i月30Fl；こ支千院

3 fl 30 f=Hこは、 した。し注、し、このよう

したの方、？

、
ハ

とはいえ、 、矢口る

- J. .. l＇＇ームザこ1J、Cc令。

じ玄つ

-- ' ;a. 人 7）ミ；つ、

・大

、るG IJL • -AJ 1932 ff三3月 1El、

10）乙 w

1938年（fl,3和 13年） 9 
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バ付の

5. 

）＼守）｛

il.rい、

、る。

とし、う、 うな も掲

日本人小学生作文の中の i二海・上海人印象（イメージ）

j二；／1f.O）日本人！こ；；土地大し、日本人見草：も多くを

f I二WHこは人力車がたく

の髄引きの技巧も党えた。

彼らが

（注ll)

のやの一部上海へのマイナス・イメージをもっ作文につい

これらの作文の中で、 c}i1J／土、まず窪If京大都市としての印象が汚本

1:-.riぷこ多様な人穣の手子守王を認識してし、る（ f上海は日本；こ

しているJ) （注 12）。しかし、 i二海のこの現代都市とし

受場している。彼らが見た当日の上海

ほどである（注 13)0 

そこから、 fしな人はノえスを見せて 、ととぼられませんが、ぼくた

ち日本人は、お

rct 

＼といった子ども

、とし、うものが：まと

んどで、日本人だけが美しく1T在するという、幻想に陥ることになる（注目）。これは邦

も彼らが子ーどもであるから陥るイメージばかりであるとはいえない。あの芥JIJにも「稼い

支JJf¥Jパタン（こ簡単；こi治る叙述がある（注 16lcl=l本を代表する作家と小学生との問に、「支

那人」とし、う他者表象でまとめられてしまう対象認識におして、どれほどの羨異があるの

かを持続することは、かなり難しい。小学生の方が長き伝統をもっ中臨文化への畏布とし、

う「箆手iむに引っかからないだけ、まだ去直であったともいえようが、日本の他者イメー

ジが守殺さ4 に長応するという基本憐邸玄、突に徹底しているc
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こn

であると後

むつ 、る加と

-Jコ、、

向日
M ができるからであろう

相
つ
ノそ

i;'tゴボロ

綿入、 オーノくーなどj 1939：・ 242）とし、し＼

fクリークjでは、 f

11の＊とクリークとを比べて見たら、

リークグ〉水｛之、ど

リークとい

、

いオえで、

たり、又、

し

わかしてのんだりしてゐるつ

1939:242…243）と記している。たうてし

はたくさ

臼

つこと

していなし ＼0）かといしγご、

つ

らないのか？Jとし

、；

しないのか？ なぜあのようなたく
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さんの死体を見たあとに、吋J寂想七という！IL'0.£1、すらないのか？ これは冷酷で？まないだ、ろ

うか？ 亥た逆に、 f支］］［11誌の正き兵の死控が十数詩人」の叙述の後に、彼らはわれわれの

iヨヌドE震によって殺されたとし、った、政接な「賛美削受jの叙述がないのか？

このような疑問が生とるのは以下のような理由からである。上海居留民路立第二北部日

、た F上海』；こ、「…夜、等がタト閣へ来ても、かうして内

地と同じ様に勉強出来亥す奈は、ほんたうに有難し、事ですη いつも、私等を守って下さる

兵隊さん｛な惑謝してゐます。

この下線、強調部分の叙述はし、沿いもi愛味であるむここでいう「戦争の納リとし、うのは一体

どういうものなのか？と読者は慰問を生じる。また、このような大人びた抽象的な書き方

は子どもたちの天真渋j誌な心J!ll；こ合わなしミこのような疑問が生じる原阪は、むろん、論

w こにはなく封筒羽でしかないが、 ここでいう r，~時金の跡人情本兵

どんなに5郎、かJ

どうして、はっきりと

日

？？マ

?-' 

とし、う

ではないだろうカも

、のだ、ろうか。この f支那震の正き兵の死能が十数高AJ

w と自体さと不適切であると判断したのではないの

ちのi彦主を受けた可能性がおし、と考える。た

にある f郊［Iの少咋少女諸君へj

、るC Iまことに、 しかも索t情

のこもった三どです。日本がどんなに立派でるかを知らせ、かういふ立派な随、かういふ立

派な精神をもってゐる阪本人と、早く仲ょくしよう、それには刊共である自分たちからと

し、h、 く語ってゐます三これをみたら、支那のと！，＇£ドノ少女諸君主も、

みなさんと仲よしにならずにはゐられないで、せう」（問中 1939: 162）とあるが、それは当

時の“戦時総動員”備はドの防水人の f自己籾靴、日本の f子どもへの欺賊jの一つのよ

い察側であるともいえる。

6. 作文と記蜘炎酎の仁十1の戦争記憶落差

のやに、比較的に多く描かれた f支那人（ I二i毎人）Jのマイナスイメー

ジ以外に、 1937年8月 13日に上海で超こった戦争を体験した日本児援の戦争に関する直

28 



日 3 、る小

霊会についてかなり

引き出していること し

ているとはし

、かにしていらっしゃいますっ

日毎日続となく、塁とft.

をどやflにおいのりしてをり

出1991 152）。

、ぜいそのやの

ること

るc し冷ミし、このように、 メ

、尽

がたもし、かめしくふ 、て下さし などによって、 f誇りjと
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に取り これによって、 日和i、学生へ毒容を与えたではな

し、か（i立：18）つ

日本ノvJ、学生たちの綴方を検討していくと、ここで…つの疑際が生じる。そ

れは、小学生たちの戦争体験が呼ひと覚ます「捕さjについてであるコ

たとえば、 1937年9月 11日の『東包

うタイトノレの下には、以下のように、

の rl二海lf設を隠の当りに見てj とし、

（ト

の一文「思ひ1±¥Jを添えられてし

…夜i立をぢさんたちの f電灯を消して！ごさしV といふ大きな設がします三私共も民暗に

して御飯をいただくのも、一寸らふそくをつけるだけ。かうして二、三日すごしました

が、ゃうやくなっかしい日本にかへれる議こなり、十六日のーll寺前、入、一人も通らな

いmrをマートー（紛のつくところ）；こ急ぎました。

なぜ「ばんざい、 リというのか？

－松井家戸解説の『上海ー支那事変後方言首長一3j]とし、うドキュメンタリ一

例 取材をど受けたj二海夜留日本人ノj、学生のシーンがある。そこで、 「戦争は怖いです

か？Jと，mか才もると、 「怖くなl'Jと言っている。 先に見たよ

つ l・/{fiしリといった百三録保存J人もの子供によって記されている。この溶差を

どのように免杯だすべきか？

カメラの離では「恐くなしリが、その体験を f掠るj と f恐し、」ことになる。では、

られた印象は、その子どもたちの内奥からやってくるものの言己主として、より実感に近い

ものであると理解してよいのカ、どうか、それが期是きである。

な子供たちは、大人や有滋~抜材；こi裁まれている仁flで、ほほ奥富してし、る状

態であり、このときの話は、かならずしも本音だとは言いえない。綴方についてもそうで

あるが、縦市の指導の下、邸玄両親の指導の下、作品がN紛れ、ミ誓カれた後の大人による

朱筆修正も考えられる。快｛象ではそこにおける「淡出j という問題も派生するむ

戦5寺中の報道模出については、いろいろな資料がある。たとえば、上海rn路案館資料

Y6 1-389 （全26頁）には、当時、 β支親善のために、あたかも「解放軍Jであるかのよう

な臼本立ての振る舞いを演出する、いわゆる f占領政策Jに従う報道が、いくつも残されて
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いる。

ているよう

、る。

フ、こっ

つc

ちょうど応援から 20

ともいえる「釘

：之上海にとど交っていたβ

ヲ！

メディアとし

7. まとめ

以上のように、日

そして、

ここで、次のよう

ドキュメンタリ

i市i')も！？の8月 15日

、たこと

して、
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とし、う

し

ちのイメ一

子

ドキュメンタリ一校長室］とい

深く掘り下げていく必

ちに比べれ

、といえよう。

したいっ



回したいのは、麓講損事変（中国では七・七事変）、第二次上海事変（中国で

は八・一三三玉変）以降の日本人小学生たちが、どのように上海を見て来たのか、どのよう

な印象を残したのか、日料、学生たちの視線と心理はどのように変化をしたのか、彼らの

作文のモデル化など、の問題で、あった。

本来ならばこうした分析に加えていくべき対象は多いのであるが、ここではとりあえず

小島に倣い問主方現地線合Jに集r:}Jし検討をした。

検討を通じて、＜見たまま閉し、たまま＞としての綴方が漂傍するリアリズムには、どの

ような限界があり、それと映像というメディアの新たなりアリティの構成するシャンハ

イ・イメージにはどのような落差があるのか、そして、 f抗日、 f排日jの文字はなぜ、、ど

のように子どもたちの言己主から治されたのかとしづ問題も浮上した。現実の上海の街には

移しく「抗日、 f排日jの文字が与在したが、そうした潜函のスローガンやビラの文字を

見てし ちは、し、かに自らの授線を歪めたのであろうか。

『上ti討に自然に~影されている上海の現実と、競り方の内容との落

どのように埋めるのかということでもあるのだが、“揺された文学”を：再現するという

、f臼本人で、よかったJと自党を促進させるシャンハイ・イメージ

f恐怖jを捨くときに、なぜこのような印象を生じるのか？ こ

れは彼らのし、かなる真実の感’誌を反映させたものなのか？それとも、大人によって直さ

れたものなのか？行本による仁村田侵略の正当化のくメディア〉となることをど期待された子

どもたちの声が、いかに符ゴ〕により操作され、 f少国民j沼成に到ったのか？ fタト地初等

教育指導jについての資料を探索していく上で子A どもたちのシャンハイ・イメージの離ら

れ方への瑚卒にも通じていくであろう。むろん、戦争rt1の教部こまで及ぶ問題をさらに掘

り下げていく必要があろ

こうした~らなる疑摘、 、て；土、 したい。

tt 

l, fや［:filJという呼称が日本で｛史｝羽され始めたのは中間政府（中塁走民間政府）の袋オとで外交文号室とし

て主主拐した 1930 年のことであり、このn科~J：がおヌドで一般に用いられるようになったのは戦後 1945

lfJJ持のことだとしづ問題である。つまり、 1945年以ぶ；；こ；土、日本人iこ「中悶イメージjなど前笠
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それらはと訪日イメージjや fーと与さ｛シャンノ＼イー）イメージj ；こ？むならなかったっそ

れは fJ:i/;i,Jがもともと ゃ r：；芝ljj¥J

かろん 1930午前後；二安Jjる以前グ） rt:必イメ イメ と交換可能zt部分

三：ヌド人〈／〉多く j；立、 f:.if;J:こ｛むならなかったc

ユタゐ：どです玄 fシャンハイ；といった炎記Jsi.公をmt、るj券会があるが、それば二五つ都市のイメージが欽

z, 災j返そのところ、 1915ip以前の 、勺戸、、 ！の11手話t：：之、昭和5(1930）年10flの

(i／＼ミ／！；汐ト！誌の！！寺j γて、それごとでのらむIJ！；たわ［訟を改め公j:＼こ文三ぎでは とIE子ぶ

ことにしたため、関：与の外務設など1,1公正支持関係文：諒こ｝泳、られるぷうになったこと；こ；災認渓られて

いる〈「文部“〈干す出廷仁三添

え；芝、認本；ニ？？？さ詳してし

19臼g｛与えま；法務：究所以多j初c それ以！訟には、たと

7中i誌とし、うfl手お：を用いたことが

あるゥどが、一線こ、これ｛訂以ミにおし可長j；将、 f大7t1fjと号してい；日例代金おう戦こ対抗して、＇.i,j:f

E毛抜♂）［'lij三支jということ ：会i豆、秋巡、持Iii!立子、孫文等3コj美代吉主主義者が｛交っ

ていたおおマあった（ミ慈？文；］fl逐認をたき予参照jごさらにi/rt手では、議決綴公汚び〉経没するや滋最

大波総力？？三ータルマナイト；こ fsina （シナ）・ネットJ(hnn://hっ；Jl('.sine. com. en／）があり、一変f,(l)学

者会、ら fシナ（文）Jfl）はやi誌万葉狩、で、シナを名粂るのは箆辱的だjと改名宝さJt，こが上らされていたこと

もあったそうだが、｛五r:i~もなかった冷めように浅在でもそのよ名称のま亥議んに送局されている。そし

て、“文Jjf＼”という 、て、すでに多くの努汚出ぢさ二友されている。たとえば、ヨヰζでi土、

3¥f,O) i!'j[f:{I;:日中交渉！乏の併記；こ、一主

Uflヌi,；近｛吃会n；議分子のベ3留緩ぷこ、“文；；i；”；こJコし、ての絃史i芝与fよを2手綴；こ；会じfニしfこがつて、

三τ；お三え与で；主、？文芸jむをと f1HI~：；こざさ改めるといった操作は一切してi 、和三関誌に、改；＇Tl波文飲

などの土雪合でそのような日とが絡されてし、るものにつして、発行三Wi'fのものがきま民主で、さなかった勾会

；こ位、教えてP+JTiとするようなこともしていなし三

3, “作文”はβヰ，Jnーで；玄“k~H＇ ともいい、芝還をIiの指導3コドで為される学笠たちの習｛＇pを；診てと

l, 11：終廷によれば、ちと、続本問符の緩ゴ二ぞ内；ti!.といったのに支ょして、それ以外の鍛孝子i也、すなわち

毅鉾・台湾・織太などの終絡をタト主主としづっ

5, 鋭利当時、治ヌヤi母日問j；之、ダブ♂ロイ jぐ戸J（…恨の走者；；；絞め約三下分の大きおのli1Jページイ：と

立てで、月ぎめ限必待合は二十三1三菜、これは議Z支社の滋rt;IY;)J年依3おおj(l)'J.左右l!j(l)学綴であるc 三号待

ではた二i→三品、の；J,j立いがさつれば、おおす｛づきのグワコを否認も交うことができたj, （そは； 1991: 

4むを警告百三
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6, 亀井ゐ；丈対:lfil集・松井翠戸角夜是 1938[I号支お~＇磁復刻版シヲーズ J二海一文書陪γ変後方J己J'oit 3－』 JR 

j,'.l芦！］磁文｛1::11央関音＇［，制｛七七

7，却さf終 1929号、｜潟 1929＠、時 1931、伺 1934、伺 1935、毘 19370

8, 昨今illlJ Jc.JIによると、 1934年5月初日新居務；こ日限必としづ詩を？？し、て提!Jl，したとある。内

線士、“万三支：会頭iお針金三、政有fil/11慌が也哀。心料金誌と述広字、｛日！告ffI却設計京協” (J必隠｛会2006 243lc 

9, [940年 10丹、第2次回初内閣の下で新体制運動の総見訟が立された国民絞首；iJ長ruゑ各政党は解党、

また滋業報開会・契鈴i士年間・大日ヰ嘱ー入会を統合、音lli'存会・ IITJI村会・隣':flを3l羽滋立滋とした01945 

何刃先徹、毘版協隊に吸収され鰍肖（広辞苑を額約c

10, 当時台湾と朝鮮の小学ゑたちも日ヌ料、学校に就学していたが、後らのパスポート；土日本国籍であ

った。

11, 上海路部ll=J本奇，n;1;1J、感佼尋問久保133和子の「上海の染物j 1~：海の染物；こ；土1DJIL, r=l必l)l!L_,ニ階の

パス、馬草L入力rl("l，＼ありま吹ム

グペJうに；t:ってよって来亥すので中でもー透きれいなのに粂りま寸二それでも｛むのワンボーツオはべ

知；｝之せん。ワンボ…ツオーによたるがIに f十銭はらへばよしもj と思って、 f卜銭で行く泊U と

し；ひますと、さつと二十t交y：丈どとでたらぷ〉芸とDi匂ひ玄

寸一と、 あ；立てて、 f立子！好！ J と｝一iゐ｝：〉なi)＼ら＇r.子つて持とます（殺iH母1臼39:127叩 129、・r：終d言語隠筆者）。

12, 上海中部日本改常ノMl校忍判羽｛多佳子の同地の友へj：・ザヌド；の時十奇かられんらく長会に粂れば、

わづか－j]長夜で来る奈の出来る、このリ：海j；主文J][ll:！立一系プタミきな約合で、よし、滋のある所です。

…上海中に住んでゐる人は、長手で三；t〔i";［会；もあるとのや会ですが、大部分は支JJI：人で、 Jtのタト；こ私たち日

本人や、イギリス、アメリカ、フランス、イタワー、 ドイツ、ロシヤ、インド、などをミ々 のタト図人がた

くさんゐます。民本人｛士、卒後iO)llfHこ；立三詩人ばかりだったさうですが、此の頃はどんどんP"J±也から

入って来ますので、もう五湾人も腐るとの事です三それでお友だちもたくさんふえ、私たちは姦んで

ゐます。日本人が多くなるので、今年からノj母校もふえ、新しくや与佼も…つ/1:1来ましたそしてお

殴の為になるこζ潟や会社などが次ぎ次ぎに出来て来ます。今、上海にある日本の皐校は、小泉佼がヨ王

っと、仁いと主佼、街業泉校、女卒校が、それぞれ一つづっと、もう一つ上の与さ佼（同文語花｝ミ厚手）があ

りま寸断賠 1939:ll8 119), 

13, Jjf(/J，品子｛民感立第二北部日本；（尋常小泉佼尋二中野菜子今 f上海の人j：上海；こは、日本や、イギリス

や、ブランスやドイツや、アメリカや、まだすょたちの、しらない方々 の滋｜から、たくさんな人があっ
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ベ円；ぎり文f1:A111一ばんお；まいでナ3 夜、もやっぱり、今どf:];j;,:からお父さ

れに、せいゃうの人や支fJ:人；おうみのけにノくーマネントをかけて、ぐちゃぐちゃにしたり、 JEをどな

がく〈〉；ぎしてぷくそめたりしてぬます ]939:39-40、下部会，;Jlij引用者）む

iニ泳三筏きち i対立尋常’ノ］，＼｝~佼ふ六階トm1 r傍受詳のj二政：…イン f,"jl~ft ・文芸g巡授が、どストルがき

h会主主泥M沖、会去っ；まらひが多し、からだっ .b認の辺部玄、皆工きi潟；こ勤めて総-5。

支郊にはいろいろ病気が多いむ /Jr］，，（芝、コレラ・チブス・マラリャ・ 7たねんとうなどが終にひど

い3 文.＋Jllはや；まんな路だ乙，Jlc文明の［翠だコゴミためにはワ玄l,¥j が fぶんぶんJ・,;lひながらおよ！の

やうに7こかつてゐる三コレラの犯人を、 て王手気で絞るつ f；まし、jのた会ャった答il絞を平気

でたべるc 授にのんきな跨災だコ l:l本人が＇A'・it百、会ベて居る食料；玄、ほどんど、内地とかはらない

が、 11今；こは文芸j；字減：などだべる。三主主巨人は泌っこい物が好きで、楽部i告でし、fこめて、からしとーし

ょにたべるc

－冬になると、 Z拐i；人はボt1;f,'t:1の泌入れを泊二る。さうじて家；こ居る。干支は、ひっそりして恋0c

wt；：：人は上等の、綿入、）J:l滋、ラデーパーなど（新居1939:2・10-242）。

以 上it絹税災路s'z:fl判手；守派＇Jj'V子小＆｝！｛民主二吉rfj玉三 f上海；こ索引： ・・・J二；fiilこ：立大ぜし、りくせんが、の

へいたいさんがおられますc 三とた玄%の中には、ほしようさんがゐ亥す三

んが rおじぎをするu舎は、へし、たいさんありがたうございますとおもってしなさし＼Jとおっしゃい

ました（新居1939:25…26、下五五5立lilf!l引HJ季子）c

15, k；主手居官尽g撃j三乙'!J.ii二jと言HIre；本ぶ；a告i，ノl吟4校為立E事己号ヌ空？ヲ乙fbf手J:;f1布；玄、B,9,手口 iイ科こ上；姦

今今二で足注冶：？一叉主手；こ7云りZ芝v仁一言雲不，思議；ニ沼、った1J玉；土、符の水が茶色さとしてゐるミ主でしたうア度、

1:11何万II；こ大＊がおた降、；足7大になる様；こ｛n]ll苓もきたない色ーをしてゐますc …上海は、六十／iiJヶ感グコ

ダト騒人が集ってゐるさうですが、一多多いのはお本人ださうですc 私等の住んでゐるiとおか弱ば、

婆言ii］からIJ:4丈人が祭ってゐましたが、 ほとんど臼求人ばかり；こなって、野fも家ちきれいに

なり、日本の努Tとしが忍はれぬ様iこなりました。（新総193官・123124）。

16, －その一人のおIll人は、悠々と泌へ小授をしていた一関討議持締役議そうが、 ElllI5el初コ流行が

；＝火；こなろうが、日英•ff担が持ち上ろうが、そんな…釈土全然この;93には、問題；こならないのに怖さな

I.＼少くともこのif:lの後安市総こは、そうとしか忠われなし渓潟さがあった。母子ミiこそばなった支部

滋の卒と、病的fょ紋色合拡げた池と、その法＼斜めにi:ti.J，れた、 i恥 7こる一条の小授と、一一これは
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受恋愛すべき嵐長悩たるばかりじゃなしも問符；こ又わがそ大国の、李総恐るべき象徴で、ある。秘主こ

の文芸名人の姿に、しみじみと少日報bめ入ったが、公的凶十起氏；こは、これも感慨に｛1lliする程、珍し

い；決色じゃなかったとええるc

明広三なさし九この数石；こ流れてしものも、こしりはみんな小便です也：

四ト起氏；土寸法笑をi曳した銭、さっさと池の殺をi治って行ったっそう云えば日長;ff,l~気のLjJ；こも、玄＊

しい尿臭がj'!i{っているc この涼災を感ずるがi子いか、｝会主訴訟:l:i忽ちに｛i皮れてしまった2 務！心取立感；こj長l

,t，停であり、小便｛おおこ小｛更である、樹立吹を爪立てながら、 ：＆，、々 照ト起氏の往来を追った Illたらめ

な詠嘆なぞにJf:.t；るものじゃない（芥Jll2001 2仏

17, 例えば、議ニの児重之がミきいた fじへんのことj、議三の児訟がえし、た f支JJ[¥IJJ:変j fij投今が始まっ

てからj、毛！｝.図の児妥5：が設？いた「火ジ一！｝王容、Iと没,t三i千J）｝；と予寺牟ii李一7）えさ／νj f~JJ:~についてのjど、/ljJ f王主変

の

の児？立治1←：jl}いた ru良のあたりで、Ylたi淡寺年j 「干ヲ潔Eし、B本の悶j、之1ト六 f；こくいxJJIIのたまjfひなんし

て民た狩JrひなんのH寺Jrn良のあたり見た戦争J明、はずこぶしを凝りしめたネコ i'lf設の,It!，出j f上

海lえJf事変後の伸びゆく国際都市上海j高等科一生fcr存在お丸に売さるj f号i:~1~frcJ 、 i:'.:jう汗l二年唱

のふたりにYlた戦争Jr遺骨の見送りJ[Ji箆を見送るjなどがある（

18, li」l守主：校三さの紹介では「医院科ゴ：こっし、て；欠のように託されているc

；ぉI；が1;11のi邑りng手I]十7勺1j三郎月より現在のノJv与L校が去三部；問Jc(f戸出こ一大改革さとされることとなりま

今3ミでの協二、段取認定の数育とか、可i:'c,iHJ~えのおば？とかし、って、欧米的な教育耳'l!Jゐや、つぎ

はぎした、スツ）'1廷にの教育は、総てii'/J;Jされて、

u下［_:J1940: 11、

下線強調引用おー）: 

また、問委；こは f少期総の制i:があったっ rl!',互援淑郎JI.女子ノレ！jコド訴吉成ねでJ二試仰木jYJ!小路少年

臨終j足代表の宝［~さは次のi返りである均三お；まかがやく我等のll'll統制封殺：す下さいまして、誠にありが

たうございます。 ;f:LJおまi七dけ3塁手ある隠肢の日こ一致協力、益あ主役兜j立の｛戯：trに努め、 i総伐の名警告と

永遠に矢はず、愈念Jlの光締を治ペコすやうに~織し、たします。主主に彩、たちの心からなるt'!;fを取上げて

綴J（滋のことばといたし亥すコ（）1:i:.11940 : 68）。

参考文：紋

秋山IE店長ii 1991 f何本小学ゑ新聞の誕生jf小学生1欄こえるJ淡fl寺下の子どもたち~1部日
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1r!II立与之介 2001 [1925] 

とそ－er)fi::c,W r--ll喜和十11lH茨a,1半生新闘の怒3遺憾訟について－J

下ミ

,J三三1lf# 1993 

19決lar Uft,i(f) l=l U/!Jcr〕i刊三ノ＼技会べ；主主；；の；立；？とー

!fh. 
ペル果、

19おi〕 ［大学；fl）浪部

ョ；JII大手段；版部

必至；手ミう＇， ii 19S! Tilr代日中交iJ5との？Vfヲ忘却i問、文ささ

鈴木七r,11 1910 rm,t:；ιτ六間記念 il;;l•時刻、＂1さ昨ぷ；lfJ: fl；凶行会

心i矧2主治 1官官5湾総乏の交流行三三fたちJiI泌させきと

問中俊jぶ 1998 1；文：袋二議長の該宗f史的考察ーJ…色沼会ふうーの:fihr/,Jをめぐって一一；本成 10i主文

if!；魚、科’予研究授与；ill沼会主mi:絞究（C)(l）研究成；兵銀：ヲ芥（弘津ど会区ι三笠包北辺誌な二

1 Jミ18 11汚終摂！さ）

大付;;j之江主rlt会

議ぷitl:Jt&

i利子会人 2006号'Ii廷の近代一戸・身体・ 名tf:,g己be＂）さti:!陵会

1983 f jゴ米めブラグ二ずテイズムーペミ活採り

し1訟とま在米三笠r'5Ji1J壌を3弘吉、お !1-63

…一---lili1956 r現代釘コ知町三

玉？？怠H<1-1台291)

i虫29、:g)f一i二；手i]:U)1j送長そのf在Jr近代守三活： 192号f；三11fl号号φ、i窓口亥

L
 

P
4

、i
 

ニろ

1931 1 ij怒川容認容J

193'! f支那を続く

1935 ：上j鋲

1937 rと必の印象jf続本三宇治J1937 ijc 10月号、第365:m 

1939 r支部在至宝白木人ノト学笠緩ブ凡怨桜之主主主・Ji

1931 ＞手；fj2姿 11月号、安'i151 160 

百手法ff; 2003 市街格と仁子~トまちる7ナキスいことってじっ唱t!lJ -J Tl.ifi.1お大学［翠間文学三 2003
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年第 16号、安）<18-24頁

,M；五〈子 2ooi l" lゴ毎・ミシェルの口i叫議i淡下士文芸文庫

マロウ，アンドレ｛総鍬訳） 1930 r訳者斤：j
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