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研究の目的

我が国が戦前期に占領していたいわゆる ｢外地｣ におけ

る日本の諸活動についての研究も､ 近年少しずつだが進展

してきた｡ しかしながらそれらの研究は文学や文化財､ 経

済領域など､ それぞれの分野ごとになされることがあって

も､ 研究の基層をなすべき資料面での書誌的総合的な研究

についてはまだまだその基盤は十分な状態ではない｡

こうしたことから研究代表者は､ 最終的な研究の目標を

これら ｢外地｣ 出版物の全容を明らかにすることに置き､

そして今回の研究課題にあっては､ ひとまず戦前期の中国

東北部 (以下 ｢満洲｣ と呼称する) において出版された刊

行物のうち､ とりわけ逐次刊行物についての概要を解明す

ることとした｡ 具体的には､ 出版活動の基礎となる ｢満洲｣

での出版法制・出版事情を明らめながら､ ｢満洲｣ で刊行

された逐次刊行物のうち従来研究から取り残されがちであっ

た ｢満洲国｣ 官庁刊行物､ 研究雑誌・総合雑誌についてそ

の目次総覧の作成といった書誌的な作業の､ まずは端緒を

つけることを考えた｡

戦前期 ｢満洲｣ においては､ 満鉄をはじめ ｢満洲国｣ 各

部局､ 国策企業や大学・研究機関､ さらには文化機関や各

種団体､ 多くはないが民間出版社にいたるまで､ 想像以上

の出版物が刊行されている｡ それら ｢満洲｣ 時代の出版物

は ｢満洲国｣ の消滅後､ 当時日本から移入した資料ととも

に､ 戦後中国側に接収されて現在中国各地の図書館に所蔵

されている｡ ところがこれら ｢満洲｣ で出版された資料群

に関しては､ とりわけ ｢満洲国｣ の出版物に関しては ｢独

立国｣ であったことから､ 当時日本国の収集や書誌作成責

任の範囲にはなく､ また現在中国においては ｢偽満期｣ の

出版物とされて､ 保存され聯合目録類は刊行されてきたも

のの､ それ以上の ｢刊行物目録｣ といった総体的な書誌作

成の営為はなされてこなかった｡ つまり､ ｢満洲国｣ に関

しては､ 1932年３月の建国から1945年８月の終戦まで約13

年半の間に当地で刊行された出版物の実態は不明にして､

全出版物の把握などは誰もが責任を持たぬままに現在に至っ

ているのが実情なのである｡

こうした観点に立って､ この調査研究では､ ｢外地｣ 刊

行の出版物のうち､ ｢満洲｣ ｢満洲国｣ の出版物実態を明ら

かにし､ 逐次刊行物の刊行目録の作成や目次総覧の編輯な

ど､ 書誌的な基盤の整備を目指すことで､ 今後日中両国の

情報および研究活動の一助にしたいと考えたのであった｡

研究の基礎となるのは何といっても資料である｡ どの研

究領域においても戦前期日本の歴史的事象を研究するにあ

たっては､ 戦争や ｢外地｣ での活動をはずすことはできな

い｡ その研究のための資料を考えたとき､ たとえば我が国

で刊行された出版物に関しては戦前の帝国図書館がとりあ

えずその収集の任にあたっている｡ さらに大学図書館や公

立図書館においても資料的な蓄積があり､ 出版年鑑や刊行

物目録､ 雑誌記事索引に関して複製版刊行にも含め不十分

ながらも整備されてきている｡ しかしながら外地で出版さ

れた刊行物に関しては､ 先に述べたように､ まったく放置

されたままである｡

そしてまたここで強調しておきたいのは､ これら外地で

刊行された出版物は現にそれぞれの国において ｢保存｣ さ

れているという事実である｡ このことは､ 公的機関のだれ

もが書誌的な責任を持たないままに書誌的な意味では放っ

ておかれた資料であるとしても､ 書誌的・文献的な作業さ

え整備されれば個々の研究にとって有用な資料として利用

が可能となるということを意味している｡

現在それぞれの国に保存されている資料も劣化がすすみ､

またさまざまな政治的事情から閲覧事情も限定されるとい

う厳しい調査環境のなか､ こうした戦前期外地での活動を

客観的かつ総体的に検討するためにも､ これら資料を基礎

においた書誌的な作業が是非とも必要とされていると考え

る｡

このような営為は､ 現在では書誌作成責任機関が組織的

に行っているものでもあり､ 本研究のようなかたちで個々

人がおこなうことによって成し遂げられるべくもない作業

である｡ しかしながら､ こうした組織的な作業を行う必要

があることを訴えながら､ 研究者が個別に作業を展開する

なかでもいくつかの知見が得られるであろうと考えつつ､

ともあれ ｢満洲｣ 時期に刊行された逐次刊行物のなかから

いくつかの雑誌を選び､ 刊行経緯や内容についての解題を

示しつつ､ 目次総覧を作成していくという作業に取り掛か

ることとしたのである｡

本研究での作業の進行にあたっては､ たとえば目次一覧

についても､ 刊行雑誌すべての存在を明らかにして作成す

るということではなく､ 現時点で見ることができた雑誌に

ついて､ その一部分であってもその営為の蓄積を図ってい
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くという観点から作業を進めていった｡ つまり作業の途上

であっても得られた結果を順次世に出すことにより､ 将来

にわたって作業をシェアしながら全体像を形成していくと

いういわば ｢分担目録｣ 的な考えから作業を進め､ それら

を発表していくということとした｡

資料の保存や所蔵状況などを勘案したときこうした方法

をとらざるを得ないという制約上の問題からだけでなく､

研究代表者が長く図書館員として仕事をしてきた､ その習

いによるものといっていいかもしれない｡ それはまた､ 図

書館現場から書誌的な作業を通じて､ 各領域の研究活動に

貢献できる有力な方法のひとつであるとの考えによるもの

でもある｡ こうしたことから､ 書誌作成責任に起因するい

わば ｢全国書誌｣ とでもいうべきものを作成する足がかり

とすることを夢想しつつ､ 具体的現実的には､ 取り上げた

雑誌の解題や目次一覧を提示することでその雑誌の刊行事

情や背景などを明らかにしていこうと考えたのである｡

研究においては､ 岡村を研究代表者とし､ 研究協力者と

して､ 愛知県立大学学術情報センター図書館の米井勝一郎

と国立国会図書館関西館の大場利康の両氏に研究協力を依

頼し作業をすすめた｡ 日々の業務の合間をみての研究活動

であり､ 十分な時間もとれないなかで協議をしまたメール

で連絡をとりあいながら進めていき､ 米井氏から論文と目

次一覧を寄せてもらうことができた｡

作業はまだまだ緒についたばかりであり､ こうした作業

は今後も継続して取り組んで行きたい｡ そしてまた､ 現在

では目次一覧の作成など活発な研究がみられる文学方面で

の書誌的研究だけでなく､ 他の分野の雑誌についても､ 書

誌的な資料基盤整備が進展していくとよいと考えている｡

研究経費

これまで研究代表者は､ 平成13年４月から平成17年まで

の４年間､ 特定領域研究 (｢東アジア出版文化の研究｣) に

おいて､ ｢日本支配下中国・｢満洲｣ における出版文化の諸

相｣ との研究課題により助成を得て研究を進めてきた｡

この研究の成果として､ 平成16年６月に 『満洲国資料集

積機関概観』 (不二出版 256p)､ 平成18年10月に 『日満文

化協会の歴史－草創期を中心に』 (私家版 302p,索引14p)

を刊行することができた｡ 今回の科学研究費補助金 基盤

研究 (Ｃ) の研究課題 ｢戦前期中国東北部刊行日本語資料

の書誌的研究｣ は､ 先の研究を継承するものである｡

研究経費は次のとおりであった｡

平成18年度 120万円

平成19年度 130万円

(直接経費100万円､ 間接経費30万円)

平成20年度 169万円

(直接経費130万円､ 間接経費39万円)

経費としては､ 資料調査のためのツールとして 『中國館

藏滿鐵資料聯合目録』 などを購入した｡ 購入した資料は､

備品として登録し､ OPACを作成して大学図書館の蔵書と

した｡

また年に一度の現地中国での資料調査や､ 日本の所蔵機

関での資料調査・複写を随時実施した｡ それらの一部は

｢訪書記｣ として研究代表者の京都ノートルダム女子大学

大学院人間文化研究科人間文化専攻のホームページで掲出

して随時報告しこの成果報告書に再録した｡ そして最終年

度はこれら研究のための経費支弁とともにこの成果報告書

を作成して公刊するため､ 経費と労力を投入した｡
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この研究成果報告書は､ 研究論文､ ｢満洲｣ 時期に当地

で刊行された雑誌の解題と目次一覧､ そして ｢訪書記｣ と

から構成されている｡

当初､ 各年次の 『満洲年鑑』 などに収載される ｢定期刊

行物一覧表｣ や満洲国立中央図書館籌備処編 ｢満洲国普通

出版納本月報｣ などを一本化することで､ ｢満洲および満

洲国期刊行逐次刊行物一覧｣ を作成して公刊することをめ

ざし､ 一本化までの作業は行ったのだが､ まだ考証が足ら

ぬと考えてこの報告書に収録することを断念した｡

そのかわりというわけではないが､ ｢満洲国｣ において

刊行された出版物を概観するのに､ 現在みることができる

出版物目録を集大成した 『満州国出版目録』 (全８巻､ 金

沢文圃閣) を編纂し､ その過程で作成することのできた解

題を第一部に再録した｡

研究協力者である米井勝一郎からは､ 楠田五郎太につい

ての論考が寄せられた｡ ｢研究の目的｣ で述べたように､

｢満洲｣ 時期刊行の出版物の書誌的な資料基盤整備といっ

たこの作業の次に展望できる方向は研究者にとって各人各

様であろうが､ 米井にとっての向かう方向性がこの論文に

は示されているというべきであろう｡

今回､ 遼寧省図書館でみることができた雑誌のうち､

『月刊撫順』 『月刊満洲』 の目次一覧の作成作業には多くの

時間をさいた｡ そしてこの調査の過程で､ 幻想の挿絵画家

竹中英太郎と ｢満洲｣ との関係の一部を明らかにすること

ができた｡ それを､ 岡村敬二 ｢『月刊満洲』 と竹中英太郎｣

で紹介し､ あわせて､ 竹中英太郎 ｢滿洲へ行きたがる－挿

絵画家への告別の辞｣ の全文を､ 著作権継承者である竹中

英太郎記念館金子紫氏のご好意で掲載することができた｡

金子氏には心よりお礼を申し上げたいと思う｡

第二部は目次一覧である｡ 米井勝一郎による 『新京図書

館月報』 の目次一覧をはじめ､ 岡村による 『満洲学報』

『興農』 『馬疫研究處研究報告』 『満洲講演』 『滿洲寫壇』

『月刊撫順』 『月刊満洲』 の解題および目次一覧を掲載した｡

岡村が作成した目次一覧にあっては､ その雑誌の性格をあ

きらかにしたいがゆえの作業として解題に力点が寄ってい

るものや､ まだまだその全体像が明らかになっていないも

のも含まれているが､ ｢研究の目的｣ で述べたように､ こ

れらの作業をいわば蓄積型､ 積み上げ方式と考えて､ その

一端を示すこととした｡

第三部は ｢訪書記｣ である｡ これは､ 代表者が勤務する

大学の大学院ホームページに随時掲載したものである｡ 現

在の中国での資料閲覧事情や複写の実態を考えたときに､

できるだけ最新の調査状況を報告しておけば調査をおこな

うにあたって役に立つかと考えてのことである｡ そしてこ

こには､ この訪書の過程で見ることができた刊行物につい

て紹介する記事も付載した｡

また､ 拙著 『日満文化協会の歴史』 において詳述したこ

とだが､ 協会創設時に日満間の事務折衝を受け持ち､ 協会

創設後は理事の役職に就いて活動した水野梅曉が､ 戦後に

名古屋の覚王山日泰寺において釈迦と玄奘三蔵の遺骨対面

式を挙行し象に乗って行進したときの記事の紹介文も収録

した｡

そして訪書記とあわせて､ 今回この研究のなかでで訪れ

ることのできた瀋陽という都市の印象記も収録させていた

だいた｡ それは､ 代表者がこれまで訪れることのできた中

国の都市のうち､ ｢満洲｣ 時期の､ 大連と新京 (現長春)

や奉天 (現瀋陽)､ そして哈爾浜など､ これらの都市の比

較といったことも検討してみたいと考えているからである｡

もとより十分なものではないが､ ｢満洲｣ 時期の出版物

の全体像を把握するための端緒となればと念じて研究を進

め､ ここにささやかながら報告書を刊行した次第である｡

なお､ これらの論考を執筆するにあたって､ 年号の表記

や地名・都市名､ 機関名などは当時のものを使った項目も

ある｡ それは当時に出版された資料に拠り当時の出版物や

機関の歴史性をいっそう浮きぼりにしたいと考えてのこと

でありそれ以上の意味はない｡

また主として岡村の担当部分であるが､ 表記を旧字体で

記していこうと考えて出発したものの､ 偏 (へん) や旁
(つくり) などすべてを揃えるわけにもいかず､ 途中で断念

して混在しているものもある｡ 見苦しいかもしれないがご

寛恕願いたいと思う｡ さらに目次一覧のなかに目次ととも

に奥付を付したものもあり､ 結果的にいささか煩雑になっ

てしまったきらいがないでもない｡ これは編集および刊行

の責任者や印刷業者などの研究に今後役立つかとも思い付

載したものである｡

また訪書記ですこし触れたように､ 年々閲覧事情や複写

の許可などが厳しくなってきており､ 図書館の許可を得て

デジタルカメラで目次などを撮影して活字に起こしたもの

も多く存在している｡ もちろん誤記などは編集者の責任で

あることは言うまでもない｡ それらの誤りなどは機会があ

るごとに訂正してより正確なものにしたいと考えている｡
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Ⅱ 研究成果 １論文
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一

はじめに
戦前期､ 日本の支配下にあった関東州および満鉄沿線附

属地､ さらにその後1932年３月に傀儡国家として建国され

ることになる満洲国の出版の歴史については､ それを通覧

できるものはいまだない｡

『満蒙年鑑』 『満洲年鑑』 や 『満洲国現勢』 に各年の出版

関連記事や関連団体の記事も掲載されるが断片的なもので

ある｡ 時代が下がって康徳６ (1939) 年12月､ 出版物の流

通のために満洲書籍配給株式会社 (満配) が創設されその

機関誌 『満配月報』 (のち 『書光』 と改題) が継続刊行さ

れることになるが､ これも日本にはほとんど所蔵がない｡

『満洲日日新聞』 などの新聞にも断続的に記事が載るがこ

れも体系的なものではない｡ 『満洲読書新報』 といった雑

誌や 『書香』 『新京図書館月報』 など図書館の広報誌にも

出版関連の記事は出るが､ それとて単発的で系統的なもの

ではない｡

また､ 出版関連の法令については､ 『満洲国政府公報』

で公示されそれらは 『満洲国法令輯覧』 など法令集に収載

されて､ これにより法令の概要はつかめるが､ 出版関連団

体の規約や成立事情を知るためのまとまった資料は､ 一部

『弘報関係法規集』 (国務院総務庁弘報処 康徳８年) など

を除けば充分には存在しない｡ さらに出版物の納本やその

検閲､ それら資料の収蔵に関しても､ 各官署の報告が 『満

洲国現勢』 などに散発的に掲載されるものを別にすれば､

その事情を詳細に記したものはない｡

このように､ 戦前期満洲地域の出版事情を明らめるには

まだまだ資料的にも不充分であり､ 論述するには不安定な

状況にあるというのが実際のところではある｡ そしてまた､

そもそも満洲国において､ いわゆる ｢出版活動｣ といえる

ものが存在したのか､ といった根源的な問いが脳裏をよぎ

りもする｡ しかしながらこうした実情にあることを認識し

つつ､ これまでみることができた資料を関連付けながら､

ここでは 『満洲国出版目録』 の解題として､ 主として満洲

国で刊行された出版物をできるだけ総体的に知ることがで

きる目録類について述べていくこととした｡ これら目録類

の復刻や ｢解題｣ が､ まだまだ未開拓である戦前期満洲国

などの出版研究の一助となればと願うからである｡

さてその満洲国における出版の歴史についてであるが､

そこにはそんなに多くの話題があるというわけではない｡

基本的にはそれは規制・統制の歴史である｡ そして､ 出版

物についても､ 満洲国官庁や国策会社資料室､ 調査機関や

図書館などにおいて刊行された刊行物は比較的多岐にわた

るのだが､ いわゆる民間の出版社というのも､ あまり育っ

たわけではなくその刊行点数もさして多くはなかった｡

ここでまず､ 満洲国の出版物について考えるにあたって､

その歴史性ゆえの前提的なことがらをいくつか確認してお

きたいと思う｡ その第一は､ その時代この地域で刊行され

た出版物は､ 当時現地に存在した図書館や資料室などに収

蔵されはしたものの､ それら出版物を責任持って収集し保

存する責任機関が存在していなかったという点である｡ 満

鉄沿線地域の資料および満洲国時期の資料についても､ そ

れらは満鉄大連図書館や奉天図書館などに比較的多く所蔵

されたと考えられるが､ それとて満鉄社業の図書館であり､

収集に責任を持つというわけではなかった｡ 満洲事変のの

ち､ 戦火にまみれようとした四庫全書や清朝実録を保全し

東北大学や萃升書院などに分散していた資料を保存・整理

しようと創設された満洲国立奉天図書館を別にすれば､ 満

洲国における国立図書館としては､ 康徳５ (1938) 年に設

置が決定された満洲国立中央図書館籌備処まで待たねばな

らなかった｡ 後述のようにこの籌備処は､ 機関誌 『資料公

報』 (継続前誌 『資料戦線』) に康徳８ (1941) 年９月分か

ら ｢満洲国内普通出版納本月報｣ を掲載し､ その役割を担

おうとしたが､ その籌備処創設までの期間については空白

のままであり､ 満洲国の出版物を収集し保存しようとする

国立図書館は存在しなかった｡

第二はこれら出版物の継承とその後の保存についての歴

史的経緯である｡ 満洲国などにおいて刊行され､ その時代

の図書館や資料室などに収蔵されてきた出版物は､ 日本の

敗戦とともに中国側に接収され､ それらは現在中国に遺さ

れている｡ そしてこれら出版物は､ 満鉄大連図書館の蔵書

についてその多くを大連市図書館が継承したということを

別にすれば､ 戦前期に満洲国で出版された刊行物を含めて

集積されてきた資料群は､ 各地の図書館や研究機関に分散

して保存されるに至っている｡ それらは戦後哈爾浜に創設

されその後に瀋陽に移動した東北図書館に集積され､ 1955

年６月にはその一部が北京図書館や中国人民大学図書館・

東北人民大学図書館等､ さらに吉林省図書館や黒龍江省図

書館などに配分されることにより､ 戦前期に集積されてき

た出版物は､ その当時の機関から大きく移動して現在保存

されているという経緯である (岡村敬二 ｢戦後東北三省に

おける旧日本語資料関連略年表｣ 『｢満洲国｣ 資料集積機関

概観』)｡ つまり戦前期の資料集積機関と現在の保存機関と

が大きく異なって保存されているのである｡ そしてそれら
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の一部は､ 中国の図書館などで除籍され､ 古書市場にも流

通するに至っている｡

このような状況のなか､ 戦前期満洲国などの出版物につ

いて概要を把握する手立てのひとつは､ 現在中国に遺され

ている出版物を概観することであろう｡ その方法としては､

2006年に刊行された 『中国館蔵満鉄資料聯合目録』 をなが

めてみることである｡ これは索引も含めて30巻にわたる大

冊であるが､ ただこの中には､ 満洲国などで刊行された出

版物だけでなく､ 日本で刊行されて満洲国などに移入され

集積されてきた日本の出版物の所蔵も含まれていて､ 満洲

国などの出版物を一覧するという意味ではすこし煩雑であ

る｡ また1981年から､ 東北地方の所蔵分を中心とした聯合

目録として 『東北地方文献聯合目録』 が刊行されているが､

この目録に各図書館所蔵と記載されていて2006年版 『満鉄

資料聯合目録』 には所在が落ちている資料も数多くあり､

そういう意味からすれば､ この 『東北地方文献聯合目録』

もまだ利用価値があり､ 両者を併用して確認することが必

要であろう｡

また満洲国などの出版物を概観するためのふたつ目の方

法は､ 当時の図書館や資料室・文化機関などの蔵書目録を

みることであろう｡ 満鉄大連図書館の蔵書目録は大部のも

のであり複製版も刊行されているが､ ほかにも当時図書館

や満洲国各官署・国策会社などでは蔵書目録や資料目録が

編纂され刊行されていた (岡村敬二 ｢満鉄図書館刊行物一

覧｣ 『遺された蔵書』 所収､ ｢満洲における資料集積機関・

蔵書目録一覧｣ 『｢満洲国｣ 資料集積機関概観』)｡

このように満洲国などで刊行された出版物については､

現在の所在目録や当時の蔵書目録によりその概要を確認す

ることはできるのだが､ その全体像を把握するべき正統な

方法は､ 出版統制を行なうために官署が実施した検閲に付

随して編纂される ｢検閲目録｣､ 資料収集に責任を持つ国

立中央図書館編纂の納本目録､ さらに出版団体が編纂する

刊行目録などをみることであろう｡ しかしながら国立中央

図書館や出版団体の設立は満洲国建国後かなり経過した時

期のことであり､ その目録は十全のものではない｡ そして

｢検閲目録｣ についても､ 民政部警務司が康徳元 (1934)

年７月から月刊で刊行していたようだが (『官公署刊行図

書館目録』 第一号所載)､ それはあまり流通していないよ

うで､ その現物もまだ確認できていないのが実情である｡

ここで述べた三つの方法のうち最後のもの､ つまり国立

図書館などが刊行する納本目録､ 出版団体の編纂する ｢出

版目録｣､ また検閲のために納本されたり､ その後図書室

に所蔵となり資料活用のために編纂された目録類などは､

このたび金沢文圃閣で復刻された (『満洲国出版目録』 全

30巻)｡ ただ先に述べたように､ それらは満洲国の出版物

を概観するには十全たるものではない｡ 空白期間があり､

また一般に頒布もなく資料自体が未発見のものもある｡ 満

洲国で刊行された出版物の全体像を概観するにはまだ道の

りは遠く､ その見取り図という段階であるが､ その意義を

認めて刊行することとしたというのが版者の言である｡

この論考にあっては､ ｢検閲目録｣ が不明のなか､ とも

あれ満洲国での出版法制や納本に関わる満洲国の官署を概

説したうえで､ さらにそれら納本出版物が収蔵された後の

活用過程での目録編纂を検討し､ それとともに今回一部な

がらも復刻される ｢納本目録｣ などについてその概要を論

述していく｡ 満洲国などの出版の歴史やその実態をまだま

だ総合的系統的にみることができない実情にあって､ この

論述が今後の研究の一助となればと考えている｡

二

出版法
満洲国の出版物は､ 大同元 (1932) 年10月13日に公布さ

れた出版法により規定され統制される (教令第103号､ 『満

洲国政府公報』 第59号 大同元年10月24日)｡ まずこの出版

法を手がかりとして考えていくこととしたい｡ ただこの法

令は､ のちに官庁の機構変更により随時改正されていくこ

とになり､ したがって後に 『満洲国法令輯覧』 などに収載

された場合には､ 改正後の条文が載ることになるが､ ここ

では大同元年に制定された法令にしたがって論述していく｡

この法令に署名している大臣は､ 国務総理鄭孝胥・民政

部総長臧式毅・司法部総長馮涵清である｡ そしてその出版

法の第一条にはまず出版物の定義が書かれ､ 第二条におい

て出版物の区分がなされる｡ その区分によるとこの法令が

適用される出版物は､ 新聞紙・雑誌・普通出版物の三種で

ある｡ つまり､ 満洲国の出版物は､ この新聞紙・雑誌・普

通出版物の三者に区分して統制され､ また各種 ｢納本目録｣

も､ この区分に従い編纂されることになる｡

このうち前二者の新聞・雑誌については法令の第二章に

定められる｡ そこでは､ 新聞・雑誌を発行しようとする者

は､ 題号､ 掲載事項の種類､ 時事に関する事項掲載の有無､

発行の時期､ 発行所および印刷所の名称と所在地､ 発行人

編輯人および印刷人の原籍住所氏名生年月日を記して民政

部総長に許可を申請するものとされている (第９条)｡ こ

れら許可の状況については､ 『満洲国政府公報』 や 『民政

部旬刊』 などにおいて公示された｡ またここに区分として

出ている､ 時事に関する事項掲載の有無というのが､ 満洲

国の定期刊行物の統制にあたっての大きな区分になる｡ そ

の新聞・雑誌が時事問題を掲載するかどうかということが､

統制にあたって重要な要因の一つであるからである｡ そし

てこの区分は､ 今回復刻されるいくつかの目録のなかでも､

｢時事掲載のあるもの｣ ｢時事掲載のないもの｣ という形式

であらわれるが､ それはこの出版法の規定によっているの

である｡

もうひとつ､ 満洲国の出版物を検討していくにあたって

注意をしておきたいのは､ ｢官署ニ於テ発行スル出版物｣

に対してはこの出版法は適用しないとされていて (第7条)､

これら官署において発行するいわゆる官庁刊行物について

は､ 発行と同時に製本二部を民政部総長に送付しなければ

ならないこととなっている点である｡ つまり官庁刊行物は､

検閲にかからない出版物として､ 民間のものとは別立てで

あり､ それらも民政部総長に送付されていたのである｡
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表１ 出版関係略年表

1906(明治39)年 12月 営業取締規則 (関東都督府府令27号) ､ 新聞発行に関東都督府の許可が必要

1925(大正14)年 ５月 普通出版物取締規則 (関東庁令第30号)､ 普通出版物は届出制､ 新聞雑誌は営業取締規則に準拠､

時事関係記事掲載は保証金千円

1932(大同元)年 ３月 満州国成立

６月 満洲国立奉天図書館開館

10月 満洲国出版法 (教令第103号)､ 新聞紙・雑誌発行に治安部大臣の許可 輸入の新聞紙雑誌取次は

届け出 (関東州と同調)

1934(康徳元)年 12月 関東庁図書館､ 旅順図書館と改称

1936( ３)年 ９月 株式会社満洲弘報協会創立

1937( ４)年 ３月 満洲図書株式会社法

1938( ５)年 ８月 満洲国立中央図書館籌備処設置を決定

12月 官庁出版物編輯人倶楽部結成

1939( ６)年 １月 新京資料室聯合会発足

11月 于長運 (民生部)・栄厚 (満日文化協会)・柿沼介 (満鉄大連図書館)・衛藤利夫 (満鉄奉天図書

館) らの発起で満洲図書館協会設立趣意書配布

12月 満洲書籍配給株式会社設立

1940( ７)年 １月 民生部に文化科､ 文化股・施設股・映画股・保存股

２月 満洲出版協会の結成協議

５月 関東州出版協会設置

12月 満洲弘報協会解散､ 国務院総務庁弘報処の組織と権限が拡大

1941( ８)年 １月 国務院総務庁分科規程

1943( 10)年 ３月 満配､ 新京資料室聯合会に参加し ｢図書特別配給要綱｣ を提示

1944( 11)年 ７月 中央図書館籌備処の肝煎で満関資料連絡協議会開催､ 新京資料室聯合会を解散し満洲資料室聯合

会を発足

1945( 12)年 １月 関東州資料室聯合会設立準備会

１月 満洲国弘報処､ 出版配給整備要綱を実施､ 出版文化研究所の開所

８月 日本敗戦

1946(昭和21)年 ３月 民主政府が哈爾浜市接収､ 哈爾浜市図書館 (蔵書28,500余冊) をも接収

1948( 23)年 ２月 東北図書館籌備処成立 (哈爾浜一曼街､ 哈爾浜市図書館東楼､ 元紅卍字会旧址) 蔵書約８万冊

11月 瀋陽解放､ ｢国立瀋陽博物院籌備委員会図書館｣ (省館東院張学良旧宅) 接収

1949( 24)年 １月 哈爾浜図書館所蔵の大部分の図書11万冊及び備品を瀋陽に移動

２月 東北図書館を瀋陽に開館

1955( 30)年 ６月 東北図書館所蔵日文図書資料のうち複本の一部を北京図書館・中国科学院図書館・中国人民大学

図書館などに割当支給｡ 以後吉林省図・黒龍江省図等にも移管

10月 東北図書館､ 遼寧省図書館と改称



満洲国においては､ これら官庁刊行物はさかんに出版さ

れるのだが､ それらはあとで述べることになる官庁刊行物

目録として結実し刊行されていくことになる｡ そしてそこ

に出稿した官庁の各部局資料室は､ その後他の国策会社資

料室・図書室などと相計って新京資料室聯合会を結成し活

発な活動を展開していくに至る｡ さらにこの新京資料室聯

合会が､ 総務庁の発行元を引き継ぐかたちで､ この官庁刊

行物目録出版の発行元になっていく｡

つぎに出版法に定める ｢普通出版物｣ であるが､ これは､

新聞・雑誌に該当しない文書図書のことをいい (第２条)､

発行人は発行日よりも三日以前に民政部警務司に製本二部

を納本し､ 著作人連署のうえ民政部総長に届け出しなけれ

ばならないとされていた｡ つまりこれら普通出版物もひと

まず､ 民政部警務司に納本されて検閲を受けていたという

わけである｡

建国当初にあってはこれら納本資料のその後の所蔵の移

動はかならずしも明らかではない｡ ただ､ 組織機構上では

当初法制局に附置されていた統計処が大きな位置を占めて

いたのではないかと予想される｡ というのも､ この統計処

の収蔵資料がのちに国務院文庫と称して文庫化されるから

である｡ この統計処の官制は､ 大同元年３月９日 (公布)

として定められるが (教令第９号)､ それは機構上の上部

組織である法制局官制 (教令第８号) とは別に定められて

いる｡ つまり統計処は､ 職分上は完全な独立機関で､ 法制

局の一分科というわけではなかったのである｡

この統計処では､ 各官署の統計報告や統計材料の収集審

査､ 『満洲国年報』 や 『新聞雑誌重要記事録』 編纂などを

担当していた (『満洲国現勢 建国―大同２年度版』)｡ そし

て法制局附置から総務庁直属へと組織変更なったその統計

処から､ 建国以来康徳元 (1934) 年11月末までに統計処に

受入れた資料および各官公署所蔵資料のうち統計処に報告

があったものを収載した 『政府各官公署保存資料目録 康

徳元年11月底』 が康徳2年4月に刊行されており､ そこに

は補遺として康徳元年12月から2年2月末までの受入資料が

付載されている｡ つまりこれが､ この時期の満洲国各官公

署所在目録を兼ねた国務院統計処の所蔵目録ということに

なる｡

国務院文庫
そしてこれらの資料は国務院文庫として継承される｡ こ

の国務院文庫とは､ 将来政務参考図書館とする予定で､ 満・

日・欧の参考資料収集を目的として法制局統計処に設置さ

れたものである (｢序言｣ 『満洲帝国国務院文庫蔵書目録康

徳５年末現在』)｡ 大同２ (1933) 年度からは約３万円を支

出して諸外国の統計資料を収集することとなった (『満洲

国現勢 建国-大同2年度版』)｡ この文庫は､ その後に企画

処・情報処から移管の希望を受けたが､ 元来総務庁や各部

署への資料の提供を任務とするとの理由で移管せず､ 結局

康徳4 (1937) 年１月の機構改革によって秘書処に移管と

なり､ ここで国務院文庫と呼称されることになる｡ 同年７

月の秘書処廃止により後継の官房文書科の管理となり (院

令第11号､ 『満洲国政府公報』 第976号 康徳４年７月１日)､

国務院総務庁分科規程では､ 官房文書科の職掌として､ 第

４条第10項の､ 政務概況その他諸記録の編纂に関する事項

および11項の図書・旧記その他参考資料の蒐集管理に関す

る事項として示される (｢彙報｣､ 『満洲国政府公報』 第976

号 康徳４年７月１日)｡ そして康徳６ (1939) 年 『満洲帝

国国務院文庫蔵書目録 康徳5年末現在』 は同科により編纂

され刊行されることになるのである｡

この 『満洲帝国国務院文庫蔵書目録』 は､ 先の統計処編

纂 『政府各官公署保存資料目録 康徳元年11月底』 の分類

の細部を修正しながらもおおむねその分類を継承し､ 統計

処の所蔵分を採録し､ あらたに収集した資料を加えたもの

になっている｡ また (筆者未見であるが) この目録には続

編があり､ 『満洲帝国国務院文庫蔵書目録 追録 (和書之部)』

が､ 同じく 国務院総務庁官房文書科編輯で刊行されてい

る (『東北地方文献聯合目録』 には1943年刊 長春図書館

所蔵として収載されるが 『中国館蔵満鉄資料聯合目録』 に

は記載がないようである)｡

三

官公署の出版物
これより先の康徳２ (1935) 年７月24日､ 各官公署に対

して国務院訓令第27号をもって､ 官公署刊行図書目録を編

纂発行するため ｢刊行図書調査表｣ を作成して国務院に送

付すべきことが張景恵国務総理の名で命じられている (国

務院訓令第27号､ 『満洲国政府公報』 第412号 康徳２年７

月26日)｡ この目録は､ 官公署で刊行された図書類が官民

で利用されつつあるものの､ まだまだ周知されないものも

存在していることから､ その業務上の参照に資すること､

相互に協力しあうことを目的に編纂するとされていた｡ そ
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表２ 関係官署変遷表

大同元年 ７月５日 資政局弘法処は廃止

大同２年 ４月１日 総務庁情報処として復活

康徳２年 11月８日 法制局統計処から総務庁統計処

康徳４年 ７月１日 民政部は民生部と改称､ 総務庁秘書処は総務庁官房､ 総務庁情報処は弘報処と改称｡ また軍政部は

治安部と改称されて､ これまで民政部警務局の管轄であった治安警察・行政警察は治安部へ｡

康徳７年 12月28日 弘報処官制改正､ 治安部の検閲および､ 郵政総局の放送の監督等を弘報処へ所管換え



してこの訓令には ｢官公署刊行図書目録刊行要項｣ が附さ

れ､ 官公署において図書を刊行した場合は別紙表式により

｢調査表｣ を作成し､ かつ当該図書を一部添付して国務院

総務庁秘書処文書科に送付するものとした｡ なおここで

｢図書｣ というのは､ ｢一般刊行物ノ外冊子 (パンフレット)

地図等ヲ含ム｣ ものとされるが､ 別紙表式には ｢定期不定

期欄｣ が設けられその記入例に､ 日刊・週刊・旬刊・月刊・

年刊など記載するよう要請されており､ ここにはいわゆる

定期刊行物も含まれていることが見て取れる｡

この訓令に基づいて集約された調査表や送付図書は､ 康

徳３ (1936) 年３月 『官公署刊行図書目録 第１号 大同元

年３月－康徳２年６月』 に反映されて刊行成った｡

続いて 『官公署刊行図書目録 第２号 康徳２年７月－康

徳３年６月』 も刊行される｡ そして筆者未見であるが､ 康

徳５年刊の 『官公署刊行図書目録 康徳５年10月－12月』

も刊行され (『中国館蔵満鉄資料聯合目録』 に採録)､ その

後もこの 『官公署刊行図書目録』 は､ 時期を追って刊行さ

れていたと思われる｡

新京資料室聯合会

康徳５ (1938) 年の末､ 新京中心に所在するこれら官公

署および会社資料室などは､ 資料の有効な活用と協力体制

を確立するために準備会を開催し､ 翌年１月18日､ 新京資

料室聯合会を結成するに至った (岡村敬二 ｢新京資料室聯

合会の創設と活動｣ 『｢満洲国｣ 資料集積機関概観』)｡ この

聯合会の ｢趣意書｣ では､ 満洲国建設のこれまでの過程も

周到な調査と研究があったればこそ可能であったと強調し､

さらにその調査・研究にあたっては､ 資料が演じた役割が

重大であったと､ その自負の程を記している｡ そして近年

では､ 新京においても各官署や国策会社､ 諸機関が業務を

整備しはじめ､ 資料に対する要望も切実となってきたこと､

それゆえ資料の運用を有機的ならしめる必要があり､ その

ことにより新京の各機関の収蔵資料を ｢一大資料トシテノ

機能ヲ発揮｣ させることができると､ その役割の重要性を

述べている (『新京資料室要覧』 康徳６年12月)｡

この新京資料室聯合会は､ 資料収集だけでなくその整理

や利用までの諸活動を念頭においた図書室・資料室の連合

体であったが､ その資料目録や所在目録の編纂にたいそう

熱心であった｡ 次にあげる康徳6年度版の資料目録では新

京資料室聯合会がその版者となり､ この目次を兼ねた参加

箇所一覧の第一には､ 総務庁官房文書科 (統計処の後継)

国務院文庫があがっており､ これまで総務庁統計処や官房

文書科が編纂を担当してきた官公署刊行資料目録の刊行活

動を聯合会が継承したことを示している｡ 以下現物の確認

できているものを年代順にあげると次のとおりである｡

『官庁会社刊行資料目録 康徳6年度』 新京資料室聯合会

編輯人山崎末治郎 康徳7年4月
これは聯合会に参加している35箇所を目次となし､ 調査の時点は､

機関ごとには異なるが､ おおむね康徳６年12月である｡

『官庁会社刊行資料目録 康徳７年度』 新京資料室聯合

会 (新京特別市図書館内) 編輯人山崎末治郎 康徳８年８月

ここでは､ 聯合会に入会している機関だけでなく各地の主要機関

分も掲載される｡ 収蔵は､ 康徳７年１月－12月とされるが10月現

在というものも多い｡ 聯合会会員外の機関､ つまり前年に掲載さ

れなかった機関については遡及して収載することになっており､

刊行物の網羅性に配慮している｡

『官庁会社刊行資料目録 康徳８年度』 新京資料室聯合会
(満洲国立中央図書館籌備処内) 康徳９年９月

康徳８年１月から12月にいたる期間の刊行物を収録している｡ な

お ｢例言｣ に､ 資料の蒐集､ 編輯については新京特別市図書館員

の献身的な奉仕による旨の記述がある｡

『官庁会社刊行資料目録 康徳９年度』 新京資料室聯合会
(満洲国立中央図書館籌備処内) 康徳11年２月

康徳８年版の目録以降の康徳９年１月から12月までに刊行された

資料を収録｡

『官庁会社刊行資料目録 康徳10年度』 新京資料室聯合会
(満洲国立中央図書館籌備処内) 康徳11年４月

康徳10年１月から12月までの刊行資料である (この10年度の目録

の ｢例言｣ には､ ｢十年度目録に掲載せし以後のものにして康徳

九年一月より十二月に至る一ケ年の刊行出版｣ とあるが､ 収載資

料をみてもこれは ｢康徳十年｣ の誤記であろう考えられる)｡

ここで注目しておきたいことは､ 康徳７年度版では､ そ

の版者である新京資料室聯合会の事務局が新京特別市図書

館とあるが､ 康徳８年度版では､ それが満洲国立中央図書

館籌備処に移動しているという点である｡ さらにこの8年

度版の ｢例言｣ には､ その資料蒐集・編輯について新京特

別市図書館員が献身的に奉仕したとある｡ これはちょうど

この時期､ 新京資料室聯合会の事務局が満洲国立中央図書

館籌備処へと移る過渡期であることを示すと同時に､ こう

した目録類編纂の責任が､ 満洲国立中央図書館籌備処へと

移行したという事実を物語っているといえよう｡

なおここに出る満洲国立中央図書館籌備処というのは､

康徳６ (1939) 年６月に官制を整えて創設された図書館で､

満洲国待望の国立中央図書館であった｡ 籌備処とは準備室

のことで､ 創設時それは国務院分館内に設置され､ この時

期からようやく国の中央図書館として､ 満洲国において刊

行された資料についてもその責任を持つということを意識

し､ その活動を開始しはじめたと考えてよいのではないか｡

ここまでいささか細部にわたって論述してきたが､ 出版

法において適用除外となっていた官庁刊行物については､

建国当初から総務庁統計処がこのようにしてその出版物の

実情については所管し､ 各官署の刊行物や収蔵している出

版物を目録化することでその任を果たし､ 国務院文庫が設

置され､ その文庫も包括する形で､ 他の官庁図書室・会社

資料室をも組織化しつつ新京資料室聯合会が創設されたこ

と､ そしてその目録編纂事業などもこの新京資料室聯合会

に継承されるに至ったとみてよいだろう｡ そしてこれら資

料的な中心機関としては､ 当初は法制局統計処､ その後の

機構の異動により総務庁秘書処､ 総務庁官房文書科と所管

のかわっていく ｢国務院文庫｣､ そしてさらにその後新京

資料室聯合会の創設以降にはこの聯合会が目録編纂の事務

を受け持ち､ その実務は当初は新京特別市図書館が受け持っ
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ていたが､ 満洲国立中央図書館籌備処が創設されることで

この籌備処へと随時変遷していったとみてよいのではない

かと思う｡

四

普通出版物
ここまで､ 官庁刊行物を概観しながらその収集や活用､

目録編纂について述べてきたが､ もうひとつ出版法に規定

された普通出版物の統制についてはいかがであったろうか｡

出版法では､ 出版物の定義と種類を述べたあとの第4条

で､ 禁止すべき掲載事項を八項にわたって列記してある｡

それらを示すと､ １. 国家組織の大綱を不法に変革しまた

国家存立の基礎を危殆させる事項､ ２. 外交や軍事上の機

密に関する事項､ ３. 国交上に重大な影響を及ぼすおそれ

のある事項､ ４. 犯罪を扇動曲庇しまた刑事被告人や犯人

を賞恤陥害する事項､ ５. 公開しない訴訟の弁論､ ６. 民

心を惑乱しまた財界を攪乱するおそれのある事項､ ７. 検

察官や警察の職務を執行する者が差止した事項､ ８. その

他安寧秩序を乱し風俗を害する事項､ であった｡

このように検閲と統制を全うするために､ 新聞・雑誌を

発行しようとする者に対しては､ 題号などを記し､ 発行人・

編輯人連署のうえ履歴書を添えて民政部総長への許可申請

が求められ (第９条)､ 一方普通出版物については発行日

より3日以前に､ 民政部警務司へ製本二部を納め､ 著作人

連署の上で民政部総長に届けるべきものとされていた (第

22条)｡ ちなみに､ この新聞・雑誌の許可申請先は､ 康徳7

(1940) 年12月に､ 弘報処権限一元化を目的とした職掌変

更により国務総理大臣へと改定され､ 民政部警務司への納

本についても､ 納本先は総務庁弘報処へと改定されている
(勅令第388号､ 『満洲国政府公報』 第2005号 康徳7年12月28日)｡

このようにこの法令は､ 基本的には出版統制のためのそ

れであったのだが､ この条文からは､ 普通出版物は建国当

初､ 民政部警務司に二部納本され､ そこで検閲を受けてい

たということが知れる｡ そしてこの警務司での検閲を経た

資料は､ 先にも少し述べたように､ 統計処およびその後の

国務院文庫に収蔵されたのではないかと推測される｡ その

理由の第一は､ 出版法の適用外であった官庁刊行物も納本

されていたこと､ そして統計処官制第2条の統計処掌管事

項として､ 各官署統計報告および統計材料の蒐集および審

査とあげられていて､ この統計処では熱心に資料収集とそ

の活用が図られていたという事実である｡ 第二は､ 後で述

べる国立中央図書館籌備処が ｢満洲国内普通出版納本月報｣

を掲載し始めるにあたって､ 納本・検閲済みの国内普通出

版物を弘報処 (民政部警務司から変更となった) から譲り

受けて目録を編纂したと記していること､ である｡ つまり

納本され検閲された資料は､ その部署に留め置かれること

なく､ 他の機関に収蔵されたということであり､ その収蔵

先として､ 図書館籌備処創設に至るまでの間は､ 国務院文

庫が一番可能性は高いと予測されるのである｡

そして康徳6 (1939) 年になり､ 満洲国立中央図書館籌

備処の官制がととのい､ それが国立図書館としての機能を

徐々に発揮し始め､ 資料の収集についてもその責任機関と

しての任務を果たしていくこととなる｡ さらに康徳９年８

月４日には､ 十四庁舎が新たに国務院分館として順天大街

に建設されることになり､ 籌備処はこれまでの興仁大路第

十二庁舎から移転した｡ そしてこの新たに建設された国務

院分館において､ 国務院文庫の資料も､ 籌備処の資料と併

置されて研究者に公開されることになる (｢彙報｣､ 『資料

公報』 第３巻第９号 康徳９年９月)｡ つまりこれまでの国

務院文庫と､ あらたに収集された籌備処の資料とが､ 国務

院分館において別々に配架されて研究者の利用に供された

ということである (なお国立図書館としての籌備処創設とその後

の活動については大場利康 ｢満洲帝国国立中央図書館籌備処の研究｣

『参考書誌研究』 2005年に詳述される)｡

満洲国立中央図書館籌備処と ｢満洲国内普通出版納
本月報｣

さてこのように満洲国立の中央図書館として徐々にその

活動を軌道に乗せてきた籌備処であるが､ この機関誌 『資

料公報』 (『資料戦線』 の後継) 康徳８ (1941) 年11月号か

ら ｢満洲国内普通出版納本月報 ９月｣ を掲載し始めるこ

とになる｡ この ｢納本月報｣ の掲載を始めることになった

同号の ｢編輯後記｣ には､ この民間出版物の目録を掲載す

る事情について述べられている｡ それが満洲国の納本およ

び検閲の事情を簡明に整理して示しているので､ 以下それ

を箇条書きにして掲げ､ それに沿いながらそれぞれの機関

や目録について説明を加えていくこととする｡ なおこの民

間出版物というのは､ 言うまでもないことだが､ 出版法の

適用除外とされている官公署刊行物以外の､ 出版法で規制

の対象となっている新聞・雑誌および普通出版物のことで

ある｡ さて ｢編輯後記｣ が記しているのは次のとおりであ

る｡

１. 満洲国内において民間出版物を毎月まとめて公表する

ものは二種類あり､ 総務庁弘報処刊行の 『検閲月報』 と満

洲図書配給 (ママ) 株式会社刊行の 『満配月報』 である｡

２. 『検閲月報』 は納本をもれなく掲載しているが､ ｢検閲

行政上の機関雑誌｣ で秘扱い資料として頒布範囲が限定さ

れているため一般に入手しがたい｡

３. 『満配月報』 は頒布範囲が広いが､ 国内出版物の掲載

は主要なものだけであり内容的にも網羅的でない｡

４. 籌備処はこの国内普通出版物の検閲済みの納本を弘報

処から受けているので､ これを基礎にして､ 総覧的な目録

を作成して機関誌 『資料公報』 に掲載することとした｡

５. この目録は､ 納本を網羅していること､ および 『資料

公報』 の頒布が日満両国に広範にわたっていること､ この

二点において､ 先行二者の存在にもかかわらず掲載する意

義があると考える｡

６. 民間出版物のうち､ 定期刊行物については､ 建国大学

研究院編 ｢満洲国定期刊行物一覧 其１｣ (『研究期報』 第

１輯 康徳８年５月) に付載されており､ また統計的資料

については､ 国務院総務庁統計処 『満洲重要統計資料便覧』
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(康徳８年６月) があり､ 政府官署ならびに特殊会社等の

統計年報類がまとめて採録され､ 最新かつ詳細な文献であ

ることを付記する｡

７. 参考までに､ 関東州管内の普通出版物の納本月報につ

いては､ 毎月 『旅順図書館報』 に掲載されている｡ 本誌掲

載の満洲国内の納本月報と旅順図書館の関東州管内の納本

月報とを併看すれば満洲における出版物の状況を容易に知

ることができる｡

｢編輯後記｣ をまとめると以上のようになる｡ ここには

満洲地域における納本目録の事情が要領よくまとめられて

いる｡ 以下､ この叙述にしたがって主として普通出版物に

ついて説明をくわえていくことにしたい｡

『検閲月報』
まず総務庁弘報処の 『検閲月報』 である｡ この 『検閲月

報』 についてはまだ現物をみることができないでいるのだ

が､ その刊行については､ 『官公署刊行図書目録 第一号

大同元年－康徳２年６月』 に採録されている｡ それによる

とこの目録は､ 民政部警務司特務科の編纂で､ 用語は中文・

日文､ 刊行は康徳元年7月からとなっている｡ この所管の

民政部とは地方行政の枢要を担う機関とされ､ 警務司は国

内の治安対策を担当する部署であった｡ またこの 『検閲月

報』 は月刊の非売品で､ ｢発行所発售所 (販売所)｣ は新京

民政部警務司と出ている｡ これは ｢発売｣ としての記述で

はなく領布としてのそれであろうか｡ またこの 『官公署刊

行図書目録』 の ｢凡例｣ には､ ｢機密以外ノ図書 (冊子地

図等ヲ含ム)｣ についてこの送付の図書と添付原稿をもと

にして目録を編纂したとあり､ さらに残部がない場合や寄

贈に応じない図書には◎が附されることになっているのだ

が､ この 『検閲月報』 にはその印がない｡ そうしたことか

ら考えると､ この 『検閲月報』 は少なくとも刊行当初は､

かならずしも ｢秘扱い｣ というわけではなかったのかも知

れない｡

なおこの ｢編輯後記｣ には総務庁弘報処発行と説明され

てあるが､ これは納本先部署が､ 改称および変更があった

からである｡ つまり､ 建国当初は民政部警務司であったも

のが､ 康徳4 (1937) 年 7月1日に民政部が民生部と改称と

なりまた軍政部が治安部と改称されて､ この民政部警務局

の治安警察・行政警察の検閲業務が治安部へと所管換えと

なったこと､ そしてそれがその後康徳7年12月28日 の弘報

処官制の大改正により文化統制を一元化した弘報処へと所

管換えとなり､ 『検閲月報』 が弘報処の編纂発行となった

ことによっている｡

出版物の検閲と所管
ここでこの検閲業務の所管などについて､ その担当の変

遷をいま一度まとめておきたいと思う｡

建国当初から､ 国内の治安維持は民政部警務司の担当で

あり､ そのうち集会結社言論統制については高等警察が受

け持っていた｡ そして出版法に定められているように､ 建

国当初から出版物はこの警務司に納本されて検閲を受けて

いた｡ 大同元 (1932) 年３月９日公布の国務院各部官制で

民政部警務司は､ 総務司など六司の一角を占め､ 治安警察

の事項・行政警察の事項を掌管した (教令第６号､ 『満洲

国政府公報』 第1号 大同4年4月1日)｡ 具体的な任務はその

後の民政部分科規程で定められ､ その第3章警務司では､

警務司に総務科・特務科・保安科・外事科・督察室・偵緝

室を置くとされ､ そのうちの特務科が､ １. 集会結社の取

締りに関する事項､ ２. 図書出版および著作に関する事項､

３. 新聞雑誌の検閲に関する事項､ ４. 思想労働社会等運

動の取締りに関する事項､ ５. 警察情報に関する事項､ ６.

その他高等警察に関する事項を受け持つものとされている

(彙報､ 『満洲国政府公報』 第６号 大同元年５月10日)｡ こ

のように出版および検閲についてはこの高等警察が担当し､

反満抗日を煽動する団体を取締り､ 集会結社について秘密

結社は原則禁止とし､ 政治公事に関するものは許可主義を

とって統制を行なっていたのである (『満洲国現勢 建国－大同

２年版』)｡

大同元 (1932) 年10月に出版法が制定されたが､ この法

令について､ 『満洲国現勢 康徳3年版』 の民政部 ｢警察行

政の業績｣ の ｢特務警察状況｣ の項でふれられている｡ そ

れによると､ 建国以来言論機関による反満抗日の宣伝が満

洲国の発達の障碍になってきていて､ 新聞や雑誌等の出版

物を取り締る必要を痛感し､ 政府当局が教令をもって出版

法を公布したということである｡ そしてこの出版法制定に

より､ これまでに発刊されてきた新聞・雑誌においても出

願の手続きをとらせることとし､ ｢その質を選んで若干の

淘汰を加へ､ (中略) 必要缺くべからざるもの以外は成る

べく新規の発行は許可せざる方針｣ (『満洲国現勢 康徳3年版』)

と厳格な許可主義をもって臨み､ 出版物の統制をおこなっ

た｡ この出版法執行の所管は警務司であったのである｡

その後も新聞雑誌など定期刊行物は許可主義､ 普通出版

物も ｢発行前納本せしめて内容検閲を行い取締りを施行｣

するなど､ 出版法にしたがって出版物の統制が行なわれて

きた (｢出版物取締｣ 『満洲国現勢 康徳４年版』)｡ そして

康徳4 (1937) 年６月５日には国務院官制が改訂され７月

１日から実施される (勅令第119号)｡ その内容は､ 総務庁

情報処が弘報処と改称されることであり､ その弘報処の管

掌としては､ 世論の指導や文芸・音楽・演劇・映画・唄片・

図書等の普及､ 弘報機関の指導監督などと並んで ｢出版物､

映画其ノ他ノ宣伝物ノ取締ニ関スル事項｣ が明記されるに

至るのである (国務院官制22条)｡

こうして総務庁弘報処は､ 言論に関する権限や統制を徐々

に強めていくことになる｡ 具体的に弘報処は､ ｢国内言論

機関及刊行物・映画等一切の統制或は指導を目的としてこ

れが取捨選択を行い､ 経営の援助を与へ､ 国策的見地より

これが健全なる運営を助成する｣ (｢弘報機関の監理｣ 『満

洲国現勢 康徳５年版』) と､ 言論や刊行物・映画などの表

現活動についても､ 統制・指導を行なうこととなったわけ

である｡ それは ｢情報事務規程｣ としても定められ､ 各部

大臣や長官､ 各省長､ 新京特別市長らはその主管の政務情

報や一般民心の動向や世論の趨勢に関する情報については
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国務総理大臣に提出すべきとされ､ この情報蒐集整理保管

通報は弘報処長がその責任者であるとされた (国務院訓令第

61号､ 『満洲国政府公報』 第978号 康徳４年７月３日)｡

ただもちろん出版物の取締り自体については､ 従来どお

り民政部から移管となった治安部警務司が担当ではあった｡

その治安部では､ 集会結社の取締りを行い､ 出版物の取締

りについては､ 出版法に基づき､ 定期刊行物は許可主義､

普通出版物は発行前納本制により内容検閲をも担当してい

た｡ そして徐々に増えつつあった中国などからの輸入出版

物に対しては､ 各要地に検閲係員を派遣し､ 厳重に検閲を

行なったりもした (｢特殊警察業績｣ 『満洲国現勢 康徳5年

版』)｡

康徳５ (1938) 年になり総務庁弘報処は､ 日満検閲事項

統一の観点から､ 新京において検閲会議を開催し､ 報道に

ついても円滑化を期すために検閲担当の治安部において禁

止事項の整理をすることとした (『満洲国現勢 康徳６年版』)｡

そしてこの検閲会議は､ 翌年には毎月一回の日満弘報連絡

会議として開催されていく｡ 満洲国側委員は､ 総務庁次長・

弘報処長・治安部次長 (検閲発行)・交通部次長 (放送)・

協和会といった言論や出版に関する所管官庁の責任者で､

弘報処はこうした会議を主導するなど､ ますます権限を強

化していく｡ また弘報処は､ 満洲弘報協会による新聞統制

のほか､ 出版に関しては図書配給会社の設立を促進し､ こ

れは康徳６ (1939) 年の満州図書配給株式会社の設立とし

て実現させる｡ 一方治安部の特務警察にあっても､ 国内出

版物の漸次増加や日本・中国から輸入される出版物の増加

もあり､ ｢検閲警察の業務漸く重きを加へつつ｣ ある (『満

洲国現勢 康徳7年版』)､ とその検閲業務自体は治安部が担当

するという､ いわば複線状態にあったのである｡

一大文化統制部署としての弘報処
そして康徳７ (1940) 年12月28日の国務院官制第22条改

正に至り､ 出版物の取締りについても弘報処の管掌として

明記されるにいたる (国務院官制中改正ノ件 勅令394号､ 『満洲

国政府公報』 第2005号 康徳12年12月28日)｡

ここまで述べてきたように､ これまでの文化行政は､ 民

生部・交通部・治安部・外務局および国民動員組織である

協和会などでそれぞれに展開され統制が行なわれてきたの

だが､ この弘報処の機構改革により文化行政は統合され一

元化されることとなった｡

翌年１月には ｢国務院総務庁分科規程｣ も定められて､

弘報処は第一から第四までの参事官室が置かれる (彙報､

『満洲国政府公報』 第1905号 康徳８年８月16日)｡ 第一参事官室は､

弘報機関の指導監督､ 第二参事官室は世論の指導や文芸・

美術・音楽・演劇・映画・唱片・図書等の普及に関する事

項など､ 第三参事官室は､ 出版物・映画その他の宣伝物の

取締りに関すること､ さらに出版法に関する事項､ 第四参

事官室は､ 情報の蒐集や整理､ 通報に関することなど､ が

それぞれの担当とされた｡

このように､ この時期の文化行政が弘報処に一元化され

権限が強化されることになるのだが､ 従来の弘報処にどん

な問題点があり､ またなぜこのように一大統制部署として

弘報処を設置する必要があったのかについて､ 弘報処みず

からがその理由を示した文章があるので､ それを引きなが

ら説明していく (以下 ｢弘報機構の統合について (一) (二)｣､ 総

務庁弘報処編輯 『旬報』 31・32 康徳７年12月21日・康徳８年１月１

日)｡ そこではこれまでの弘報処の問題点などが次のよう

に語られる｡

従来の機構上の欠陥の第一は､ 弘報処が検閲権をもたな

いという点である｡ これまで新聞・雑誌・図書その他の出

版物および蓄音器のレコード等は出版法により治安部警務

司特務科検閲股が取締りをおこなってきたが､ このうちの

新聞以外の出版物やレコードは検閲股が直接検閲を行い､

差押えの執行については警察官署が行ってきた｡ 新聞はと

いえば発行地の警察官署が検閲して発行停止・差押えを行

なった｡ 映画については検閲股が直接検閲その他の取締り

を行なっていた｡ 一方放送および通信については電気通信

法により交通部郵政総局の指揮を受けて各地郵政管理局が

取締りを行っていた｡ つまり各地放送局の放送プログラム

に対する内容指導・検閲は放送局所在地の郵政管理局が行

なうことになっていた｡ さらに国内や外国の通信記者・新

聞記者の各本社宛て報道用電報に関しては､ その電報局管

轄地の郵政管理局職員が出張して検閲を行なっていた｡ こ

のように言論・表現媒体によってその検閲体制がばらばら

であり､ 弘報処自身が検閲権を持たないために通信・新聞・

放送・映画の内容について包括的に指導することが困難で

あった｡

第二には､ 弘報処は通信社・新聞社や記者に対する権限

を持たないということである｡ これまで各新聞社は､ 満洲

弘報協会が資本保有することにより協会が各社を監督し､

その満洲弘報協会を弘報処が管理することで結果として間

接的に監督し通信社・新聞社・各記者を指導してきた｡ し

かしながら報道という重要な任務を担う通信記者を統制す

る法令もなく記者に対する監督ができない状態にあった｡

第三に弘報処は文化行政権をもたない点である｡ 音楽・

美術・演劇・絵画・図書・レコードなどは､ 国民にとって

情操を高めるべき大切なものであるがその所管は民生部文

化科にあった｡ こうした領域の活動は文化工作と宣伝と結

合させてその発達をはかるべきであり､ それゆえこの種の

文化行政は活発な活動を行なえなかったと述べている｡

こうした ｢欠陥｣ に鑑み､ 弘報処は国務院官制第22条を

改訂し､ まず外務局から対外宣伝事務を吸収し､ 民生部文

化科からは文化行政のうち文芸・美術・音楽・演劇・唱片・

図書など ｢動的文化｣ (なお図書館・博物館・天然記念物

保存関係は ｢静的文化｣ とされ民生部文化科の管轄のまま)､

さらに治安部より新聞・通信・映画・出版に関する検閲事

務､ 交通部より放送・ニュース通信の検閲事務を吸収した

のである｡ そしてその結果､ この総務庁弘報処が一大官署

として現出し､ 出版行政ほか各種文化事業の統制をおこな

うこととなった｡ そして､ これまで出版法の職掌として治

安部警保局が保持してきた出版警察権や､ 出版物・レコー

ド等の検閲および取締り､ 映画法に規定される映画の検閲
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など､ 治安部大臣の権限とされてきたことがらは､ 出版法

や映画法を改正することにより､ すべて国務院に集中して

国務総理大臣の権限とし､ 国務総理大臣が出版物および映

画その他の宣伝物に関して警察権をもつこととなったので

ある｡

満洲書籍配給と 『満配月報』
つぎに 『資料公報』 (康徳８年11月号) の ｢編輯後記｣

に言及のあった満洲書籍配給刊行 『満配月報』 について述

べる｡

満洲書籍配給は通称満配といい､ 日本の日本出版配給の

日配と並び称される｡ 康徳６ (1939) 年３月７日付で総務

庁において決定された ｢書籍雑誌配給機構整備要綱｣ およ

び12月26日に決定された民生部の ｢満洲書籍配給株式会社

設立要綱｣ にもとづき､ 12月27日に満洲国準特殊会社とし

て設立となった (『満洲国現勢 康徳10年版』)｡

それまでにも康徳４ (1937) 年には､ 満洲国出版法改正

案起草にあたって書籍輸入業者・取次業者・小売り業者に

対して繰り返し調査も実施され､ 11月に配給網確立予備会

議が国務院弘報処・満洲国通信社・満洲事情案内所・満日

文化協会・満洲行政学会の代表者により開催され､ その配

給の体制が検討されてきた (『満洲国現勢 康徳６年版』)｡ つま

り当時の満洲国での図書の配給については､ 教科書 (満洲

図書が配給)､ 新聞社 (満洲国通信社が統制)､ 出版業者､

書籍取次店などが日満入り乱れていて統制を欠いており､

さらに満洲国内での出版はまだまだ弱体で､ 輸入出版物に

ついても建国精神にもとるものも輸入されている現実の中､

配給会社設立が急務であるとされたのであった｡ そして､

満洲国政府の教科用図書の発行や発売､ 国策優良図書の編

集・翻訳・出版・販売などのために康徳４ (1937) 年４月

に設立されていた満洲図書株式会社の姉妹会社として､ こ

の満洲書籍配給株式会社は創立されたのである (『満洲国現

勢 康徳６年版』 『満洲国現勢 康徳10年版』)｡

そしてこの満配の機関誌が 『満配月報』 である｡ この

『満配月報』 は康徳７ (1940) 年８月の創刊で､ 康徳10

(1943) 年５月に 『書光』 と改題され､ 満配と満洲出版協

会両者の機関誌となった｡ この誌評が 『満洲読書新報』 第

71号 (昭和18年7月) に載っているが､ そこに引用された

『書光』 の ｢後記｣ によると､ この改題によりこの機関誌

は､ 雑誌としての品格や香りに置いて一段の高さを目指し

たという｡ 確かにその言はあたっているようだ｡ 系統的で

はないが手元に持っている 『満配月報』 『書光』 の複写分

をみても､ 例えば康徳９ (1942) 年４月号の 『満配月報』

は70数ページ､ 櫻庭政雄 ｢大衆雑誌編輯談義｣ が読物とし

てあるだけで､ あとは ｢国内出版図書目録｣ ｢満文新刊図

書目録｣ ｢北方関係書案内｣ ｢満洲出版文化普及聯盟｣ ｢近

刊図書案内｣ ｢文協第五回推薦図書｣ ｢東京支社便リ｣ ｢文

部省推薦図書｣ ｢雑誌発送豫定表｣ ｢日本書籍省別配給部数｣

｢日本雑誌省別配給部数｣ ｢店頭文藝欄｣ といった図書案内

や目録・統計類から構成されている｡ 一方 『書光』 の康徳

11 (1944) 年８月号をながめてみると､ 黒石寿 ｢総力戦と

満文図書｣､ 金井抗三 ｢満洲出版界の展望｣､ 大内隆雄 ｢満

系文化財の展望｣ と巻頭から並び､ 書評特輯として､ 大西

篤太郎・松下勇二・中村俊夫・坂本四郎・八木あき・竹内

正一・中川一夫・宇佐美淳夫､ そして八木橋雄次郎 ｢満洲

と少国民文化｣､ 竹田浩一郎 ｢生活科学の書｣､ 筒井俊一

｢少国民出版について｣､ さらに ｢出版協会彙報｣ ｢編集後

記｣ といった充実のラインナップであった｡

さてこの 『満配月報』 には､ 満洲国で刊行される民間出

版物を中心とした ｢国内出版図書目録｣ が掲載されている｡

しかしながら､ 先の 『資料公報』 の ｢編輯後記｣ がいうよ

うに､ それは刊行された出版物のすべての掲載ではなく､

目録から主要なものを抜き出した ｢摘要｣ であることは確

かなようである｡ 手元の 『満配月報』 康徳９年4月号と

『資料公報』 康徳９年４月号の ｢満洲国内普通出版納本月

報｣ 二月分とを比較して確認してみると､ 『満配月報』 で

は22点の掲載であるが､ 『資料公報』 はそれが類分けされ

て掲載されて95点におよぶ｡ 『満配月報』 に掲載されてい

る出版物は､ 冒頭の一冊を除いてすべて 『資料公報』 に掲

載されている｡ この一冊というのは総務庁弘報処の出版物

で､ これは出版法適用除外の官庁刊行物のはずであり､ 満

配が配慮をして掲載したのではないかとも推察できる｡ さ

らに 『資料公報』 には､ 『満配月報』 ではおおむね削除さ

れている中国語の図書や哈爾浜で刊行されたロシア語の図

書も採録されている｡

このように､ この 『資料公報』 に掲載される出版物目録

が網羅的であるということは確かである｡ 籌備処は国立中

央図書館として､ 納本され検閲済となった国内普通出版物

を弘報処から譲り受けているので､ こうした網羅性が可能

となったわけである｡ またこの 『資料公報』 の ｢編輯後記｣

では､ 頒布が日満両国に広範にわたっていると述べられて

あるが､ 確かに我が国でもその所蔵機関は比較的多く25箇

所 (NACSIS 2007年９月13日現在)､ また中国でも９箇

所 (『東北地方文献聯合目録』) に所蔵されている｡

こうしたことから､ この 『資料公報』 が満洲国において

出版され納本された資料の一覧を掲載することは､ この

｢編輯後記｣ が言うように意義あることではあった｡ ただ

やはりこの掲載時期以前の出版物については遡及して掲載

されることもなく､ その概要を知ることができないのが残

念ではある｡

満洲図書館協会機関誌 『学叢』
｢満洲国内出版納本目録｣ は満洲図書館協会の機関誌

『学叢』 にも掲載される｡ この満洲図書館協会は､ 康徳6

(1939) 年11月に､ 図書館・民衆教育館事業の発達と会員

相互の親睦を図る目的をもって創設された事業団体で
(｢満洲図書館協会会則｣ 『学叢』 創刊号 康徳7年)､ 協会の会員内訳は､

満洲国図書館員61､ 民衆教育館54､ 官庁・協和会40､ 会社・公社21､

満鉄・満鉄図書館34､ 等であった (『学叢』 第１巻２号)｡

この満洲図書館協会の創設については､ 早くに昭和12

(1937) 年12月の治外法権撤廃つまり満鉄諸機関の満洲国

への移譲以前の､ いわゆる満鉄図書館時代からその呼びか
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けがなされていた｡ ただ満洲国政府当局は､ 提案者の満鉄

図書館業務研究会委員会と､ ｢協会｣ という字句の概念を

めぐって対立し頓挫したとされる (｢満洲図書協会への期待｣

『満洲読書新報』 35号 昭和15年２月)｡ その後満鉄図書館につい

てはその多くが満洲国へと移譲となり､ 図書館の研究会体

制も大きく変わることになる｡ このうち満洲国の図書館振

興については､ ｢満洲国の図書館に関する座談会｣ (1938年

６月)､ ｢満洲国第一回図書館長懇談会｣ (1938年９月) な

どが開催されて満洲国の図書館振興が図られる｡ そしてよ

うやく康徳６ (1939) 年11月になり満洲図書館協会設立趣

意書が配付されて創設となる｡ その発起人に21人が名を連

ねるが､ そのうち図書館関係では､ 満鉄大連図書館長柿沼

介､ 満鉄奉天図書館長衛藤利夫､ 国立中央図書館籌備処長

薄田美朝の三者だけであり､ あとは満洲国官署や機関､ 協

和会や満日文化協会などの責任者・担当者が連なっている｡

この満洲図書館協会の機関誌が 『学叢』 であり､ 康徳７

(1940) 年５月の１巻１号から康徳８ (1941) 年10月の３

号までが確認されており､ これらとは別に特輯号として

｢康徳10年度 第二回全国図書館大会記録｣ が康徳11 (1944)

年６月に刊行されている｡

そして､ 先の籌備処 『資料公報』 の ｢編輯後記｣ には言

及がないが､ この 『学叢』 創刊号にも､ ｢満洲国内出版納

本目録｣ 康徳６年７月から９月までが､ 月ごとに分けて掲

載され､ その月の分としては､ 民間ニ於テ発行シタルモノ・

官署ニ於テ発行シタルモノ・発行ヲ許可シタル新聞紙およ

び雑誌と区分して掲載される｡ 第2号は､ 10月から12月ま

でのもの､ 第３号は ｢国務院弘報処納本摘録 (４月分)｣

として､ 日文之部､ 満文之部､ 鮮・露・蒙・英文之部､ が

掲載される｡ これは康徳８年の４月分で､ ｢摘録｣ とあり､

また前号からの継続掲載となっていないが､ 中央図書館籌

備処の ｢納本月報｣ が康徳８年９月からの掲載なので､ こ

の 『学叢』 の採録はそれに先行するものであった｡ この満

洲図書館協会も､ 康徳８年４月と康徳10年６月の２度の図

書館大会を開催し､ 『学叢』 も確認できているところでは

３号までのようであり､ その活動は十全なものではなく敗

戦を迎えることとなった｡

五

建国大学研究院編 ｢満洲国定期刊行物一覧｣
普通出版物の記述から満洲国の検閲まで一息に述べてき

たが､ もちろん検閲は定期刊行物にもおよんでいる｡ ここ

で満洲国において刊行された雑誌などの定期刊行物につい

てふれておく｡

『資料公報』 の ｢編輯後記｣ では､ 建国大学研究院編

｢満洲国定期刊行物一覧 其１｣ に言及して､ 新聞雑誌類は

この一覧があるので採録をしないことにしたと述べている

が､ これは先の出版法でいう民間出版物のうちの新聞雑誌

類にあたっている｡

この建国大学とは､ 民族協和を建学精神として康徳５

(1938) 年に新京に設置された大学で､ 満洲国発展の原動

力となる人材を養成する大学であった (建国大学について

は､ 宮崎恵理子 『建国大学と民族協和』 がくわしい)｡ こ

の建国大学研究院編 ｢満洲国定期刊行物一覧 其１｣ は､

｢建国大学研究院 調査資料目録Ⅰ｣ として 『研究期報 第

一輯』 (康徳８年５月) に掲載されたものであった｡

康徳８ (1941) 年４月の日付を持つ建国大学研究院資料

室名の ｢まへがき｣ には､ ｢満洲並びに東亞関係の資料を

調査発表して､ いささかながら学界の要望に応えん心構え｣

であるとその意気が示され､ その最初の試みとして満洲に

おいて定期的に刊行されつつある新聞・雑誌・年鑑・調査

彙報類を目録として掲載したと述べられている｡ またこの

編纂にあたっては､ 総務庁弘報処図書班から貴重な資料が

提供され､ その他の官庁・特殊会社・商工公会等は煩雑な

問い合わせに対し丁寧な回答を寄せてくれた､ とも記され

ている｡ この総務庁弘報処とは､ 言うまでもなく康徳８年

1月から機構改革により警務司から変更されて納本先とな

り検閲を行なうこととなった部署である｡

このように建国大学においても､ 総務庁弘報処から納本

された新聞雑誌など資料の提供を受けて ｢定期刊行物一覧｣

を編纂したのだが､ こうした建国大学研究院資料室の言と､

｢普通出版納本月報｣ に新聞雑誌類を採録しないことにし

たと述べる中央図書館籌備処とこの位置取りには､ いささ

か微妙なものを感じ取ることができる｡ というのも､ 満洲

国立中央図書館籌備処を創設するにあたっては､ 新京に一

大国立図書館を設立するという民生部案と､ 建国大学設立

要綱の中に掲げられた案との二案が並立して譲らなかった

という経緯があったからである (この経緯は前掲大場利康 ｢満

洲帝国国立中央図書館籌備処の研究｣ に詳しい)｡

結局この対立については､ 康徳５ (1938) 年８月の国務

院水曜会議において両案を綜合することで､ 国務総理大臣

の監督下に政務の参考と学術の研鑚とに資すべき一大国立

図書館を設立するということで ｢国立中央図書館籌備要綱｣

が決定された (｢国立中央図書館籌備処概要｣ 『資料戦線』 創刊号

康徳７年８月)｡ そしてその ｢籌備要綱｣ には､ この国立中

央図書館の機能として､ 政府および協和会の諸機関､ なか

んずく建国大学研究院､ 大陸科学院､ 諸大学その他高度な

研究調査機関の利用に供することを主眼とし､ なお一般公

衆の高度な調査研究にも利用させる､ とその機能を併記す

るに至ったのであった｡ こうした国立中央図書館籌備処の

創設事情を勘案して､ ここにあげた籌備処の ｢普通出版納

本目録｣ 掲出や建国大学の ｢定期刊行物一覧｣ 編纂､ さら

に 『資料公報』 の ｢編輯後記｣ の書きぶりなどを考えてあ

わせてみると､ そこには図書館籌備処や建国大学それぞれ

の自負がうかがわれるとともに､ これら籌備処創設の経緯

もいささかの影を落としていると言えるのではないかと思

われる｡

さてこの建国大学研究院であるが､ 続いて 『研究期報』

第二輯に ｢満洲国定期刊行物一覧 其二 附・関東局・満

鉄関係｣ を掲載し､ 地方官庁・協和会地方本部および外郭

団体､ 関東局関係､ 満鉄関係の刊行物を追加分として採録

することで､ この時期の定期刊行物目録編纂を終えている｡
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年鑑掲載の満洲国 ｢定期刊行物一覧表｣
年度ごとに発行されている 『満洲年鑑』 には ｢出版物｣

などの項目が設けられており､ これも参考になる｡ そこに

は取締法規や新聞事業・雑誌事業などの記事が載るが､ あ

わせて ｢満洲国民間定期刊行物一覧｣ も掲載される｡ この

年度ごとの定期刊行物一覧とその調査時点を次に示してお

く｡
『満蒙年鑑 昭和7年版』

昭和6年8月末現在 ｢定期刊行物｣

時事に関するもの 55種

時事に関せざるもの 220種

『満日年鑑 昭和10年 康徳2年』

昭和9年9月15日現在 ｢日本側発行時事掲載出版物一覧表｣

昭和9年9月15日現在 ｢日本側発行定期出版物一覧表｣

康徳元年7月末現在 ｢(満洲国側) 民間定期刊行物｣

康徳元年7月末現在 ｢満洲国政府諸機関定期刊行物｣

『満洲年鑑 昭和11年 康徳3年』

昭和10年９月末現在 ｢日本側定期刊行物一覧表 (時事掲載)｣

昭和10年８月末現在 ｢日本側発行定期刊行物一覧表 (時事不掲載)｣

康徳２年９月１日現在 ｢(満洲国) 民間定期出版物表｣

康徳２年９月１日現在 ｢(満洲国) 政府諸機関定期刊行物表｣

『満洲年鑑 昭和12年 康徳4年』

昭和11年９月現在 ｢日本側発行定期刊行物一覧表 (時事掲載)｣

昭和11年９月現在 ｢日本側発行定期刊行一覧 (時事不掲載)｣

康徳３年９月現在 ｢(満洲国) 民間定期出版物表｣

『満洲年鑑 昭和13年 康徳5年版』

昭和12年９月現在 ｢日本側定期刊行物一覧表 (時事掲載)｣

昭和12年９月現在 ｢日本側発行定期刊行物一覧表 (時事不掲載)｣

昭和12年８月末現在 ｢大使館管下定期刊行物一覧表｣

康徳４年９月１日現在 ｢(満洲国) 民間定期出版物表｣

康徳４年９月１日現在 ｢(満洲国) 政府諸機関定期刊行物表｣

『満洲年鑑 昭和14年 康徳６年版』

康徳５年６月末現在 時事掲載物 ｢満洲民間定期出版物一覧表｣

康徳５年６月末現在 時事無掲載物 ｢満洲民間定期出版物一覧表｣

昭和12年９月現在 ｢日本側定期刊行物一覧表 (時事掲載)｣

昭和12年９月現在 ｢日本側発行定期刊行物一覧表 (時事不掲載)｣

＊｢日本側定期刊行物一覧表｣ は昭和12年９月現在とあるが､ 同年現

在である前年度の一覧とは異動があり､ ｢昭和13年９月現在｣の誤記で

あろうが､ そのままに記述した｡

『満洲年鑑 昭和15年 康徳7年版』

康徳６年３月 ｢満洲国民間定期出版物一覧｣

Ａ 新聞紙 (イ) 時事を掲載するもの

(ロ) 時事を掲載せざるもの

Ｂ 雑誌 (イ) 時事を掲載するもの

(ロ) 時事を掲載せざるもの

『満洲年鑑 昭和16年 康徳８年』

康徳７年３月現在 ｢民間定期出版物｣

Ａ 新聞紙・通信 (イ) 時事を掲載するもの

(ロ) 時事掲載なし

Ｂ 雑誌 (イ) 時事掲載あるもの

(ロ) 時事掲載なし

『満洲年鑑 昭和17年 康徳９年』

康徳８年４月現在 ｢民間定期出版物｣

Ａ 新聞紙・通信 (イ) 時事を掲載するもの

(ロ) 時事掲載なし

Ｂ 雑誌 (イ) 時事掲載あるもの

(ロ) 時事掲載なし

『満洲年鑑 昭和18年 康徳10年』

康徳９年10月末日現在 ｢民間定期出版物｣ (註) 但し関東州を除き満

洲国内出版物のみ

Ａ 新聞紙 (イ) 時事を掲載するもの

(ロ) 時事掲載なし

Ｂ 雑誌 (イ) 時事掲載あるもの

(ロ) 時事掲載なし

『満洲年鑑 昭和19年 康徳11年』

康徳10年10月末日現在 ｢民間定期出版物｣ (註) 但し関東州を除き満

洲国内出版物のみ

Ａ 新聞紙・通信 (イ) 時事を掲載するもの

(ロ) 時事掲載なし

Ｂ 雑誌 (イ) 時事掲載あるもの

(ロ) 時事掲載なし

『満洲年鑑 昭和20年 康徳12年』 [｢一覧｣ の記述はない]

六

『満洲重要統計資料便覧』
『資料公報』 の ｢編輯後記｣ では､ 統計的資料を編纂し

た国務院総務庁統計処 『満洲重要統計資料便覧』 (康徳８

年６月刊行) について触れているが､ これは満洲国内の政

府官庁ならびに特殊会社､ 民間諸団体に照会して編纂した

統計年報類の目録であり､ 康徳8 (1941) 年３月現在のも

のである｡ ｢編輯後記｣ はこれが最新かつ詳細な文献であ

ると述べるが､ これ以前の康徳4年12月に同じく統計処か

ら 『満洲重要統計資料便覧』 が刊行されている｡ この康徳

４年版の ｢序言｣ には､ 統計処が ｢夙に満洲国統計の統制

官庁として､ 満洲国内の統計資料を総括公表する意図｣ を

もって編纂したと､ 同処が統計についての責任官署である

ことを示したうえで､ 資料収集にあたっては満洲調査機関

聯合会加入機関の協力を得た､ としている｡

この満洲調査機関聯合会とは､ 満洲国調査活動の有機的

連関をはかるため､ 関東軍参謀部の肝煎で結成されたもの

で､ まず康徳２ (1935) 年５月満洲調査機関懇談会を結成､

翌年３月２日の第11回懇談会をもって第一回幹事会とし､

規約､ 参加機関､ 幹事などを決定して満洲調査機関聯合会

として誕生した｡ 康徳８ (1941) 年６月20日の総会決定

｢満洲調査機関聯合会規約｣ によれば､ この参加機関は､

つぎの36機関であった｡ 関東軍参謀部・大日本帝国海軍武

官府・関東局官房文書課・満洲国総務庁企画処・統計処・

大陸科学院・地政総局・興安局・治安部警務司・民生部官

房・経済部官房・交通部官房・興農部・司法部官房・外務

局・建国大学・大同学院・満洲帝国協和会・興農合作社中

央会・満洲糧穀株式会社・満洲穀粉管理株式会社・満洲特
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産専管公社・満洲生活必需品会社・満洲繊維聯合会・日満

商事株式会社・満洲電信電話株式会社・満洲電業株式会社・

満洲労工協会・満洲中央銀行・満洲興業銀行・満洲拓殖公

社・満洲重工業株式会社・満州鉱業開発株式会社・満鉄調

査部・満鉄鉄道総局調査局・満鉄新京支社 (『調査』 第１巻

第１号 康徳８年７月)｡

七

｢関東州管内普通出版物納本月報｣
先の ｢編輯後記｣ は最後に参考までに､ と記して､ 満洲

国外の日本の租借地である関東州管内の出版物に触れて､

この関東州の普通出版物の納本月報が毎月 『旅順図書館報』

に掲載されていると述べる｡ 旅順図書館は大正７ (1918)

年に関東都督府博物館分館に設置された図書閲覧場に始ま

る｡ 幾度か移転と改称をして昭和４ (1929) 年博物館から

独立し､ 関東庁図書館､ 昭和９ (1934) 年12月に機構改革

により旅順図書館となった (岡村敬二 ｢『旅順図書館報』

からみた旅順図書館｣ 『朱夏no.12』)｡ この 『旅順図書館報』

は昭和12 (1937) 年１月の創刊で､ 件の ｢関東州管内普通

出版物納本月報｣ は昭和14年８月発行の第３巻８号から掲

載される｡

関東州における州立図書館建設の要望などはこれまでも

出されていたが､ 結局旅順図書館が関東州の図書館として

は一館のみであり､ 関東州における出版物に対して責任を

持とうとしたのであろう｡

こうして､ 『資料公報』 の ｢満洲国内普通出版納本月報｣

と 『旅順図書館報』 の ｢関東州管内普通出版物納本月報｣

をもって､ ようやくその地域で刊行された出版物の全容を

図書館刊行の納本月報で知ることができるようになったと

いえるのである｡

八

むすび
ここまで満洲国および一部関東州において編纂刊行され

た出版目録について概説してきた｡ この満洲国刊行図書・

雑誌については日本の年鑑類にも一部採録がある｡ ただそ

れらについては､ 日本語図書の主要なものだけであったり､

｢満文｣ と称される中国語の資料の採録はされなかったり

で､ いずれにしても不十分なものである｡ ただ､ 満洲国刊

行図書・雑誌がこうして当時の日本で紹介されていたとい

うことを周知しておくことも意味あることではあろう｡

近年､ 図書館等の各機関が所蔵している図書・雑誌につ

いて､ その書誌情報を参加館が作成し､ ウェブ上で検索す

る総合目録といった方法が通例となってきた｡ これはもち

ろん､ 所在目録という性格が強く､ 図書・雑誌の総体を示

すものではないが､ 結果としては､ 書誌の全体に近いかた

ちで現出することとなっている｡ また､ 中国東北地方所蔵

分や満鉄資料という限定があるものの､ この解題の序の部

分で紹介した二種類の旧日本語資料の ｢聯合目録｣ もアナ

ログ媒体ではあるがそうした総合目録と言ってよいだろう｡

ただ､ こうした各機関からの下からの積み上げといった

総合目録という形式であっても､ その背後には､ 国であれ

ば全国書誌作成といった書誌作成の責任機関が存在してい

ることもわすれてはならないだろう｡ 書誌の全体をめざし

てそれを見晴らすこと､ この全体への志向と､ 総合目録の

積み上げという作業､ これが書誌の総体をつかむための両

輪であると考える｡ かつてのオトレの壮大な ｢世界書誌｣

｢世界図書館｣ への試みは､ こうした分担と共同化の作業

により克服されてはいったが､ やはり書誌総体への志向と

いうのは貴重なものであることには変わりはない｡ この満

洲国の出版目録刊行が､ 満洲国で刊行された資料の総体を

把握するという作業の里程となればと念じるばかりである｡

本稿は､ 2008年８月刊行の岡村敬二編 『満州国出版目録』 (金沢

文圃閣刊) に付載の ｢解題｣ である｡ 本目録は全８巻で､ 官庁刊

行物編､ 統計資料編､ 民間出版物編から成っており､ ｢満洲国｣

時期に刊行された刊行物のいわば全国書誌を編成しようというも

ので､ 最終の第８巻には､ 金沢文圃閣社主田川浩之編の著作索引

が収録される予定となっている｡ この科研助成の成果の一部とし

てここに採録させていただくこととした｡
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はじめに

楠田五郎太１が､ 上海の日本近代科学図書館を辞し､ 新

たに赴任した満州国の首都 ｢新京｣ (現在の長春) の新京

特別市立図書館で手掛けた ｢動く図書館｣ に､ 新京婦人読

書倶楽部を介した館外貸出活動と､ 家庭及び職場を単位と

する組合に対し同館の蔵書を貸し出し､ 組合員の利用に供

する読書組合事業がある｡

前者の婦人読書会については既に述べたことがある２の

で､ ここでは後者を簡単に紹介したい｡ 新京特別市立図書

館の読書組合は､ ｢讀書を中心にお互の�養向上並びに市

民生活の是正に協力するため｣３ 家庭及び職場を単位とし

て設立されるもので､ 図書館が図書を組合の事務所とされ

た家庭､ または適当な場所に配本することにより､ 組合員

が手近な組合事務所まで出向けば図書館に足を運ぶまでも

なく同館の蔵書を借り出すことを可能にする配本システム

であった｡ この配本システムは､ 在満の書店のサービスと

品揃えに問題があったことと､ 戦時下で図書の入手に困難

や制約に直面していた新京の日本人市民に歓迎された｡

おそらく楠田の手になるであろう 『新京図書館月報』 第

70号の巻頭言 ｢戦時下のわが図書館｣ では､ 彼が新京特別

市立図書館で手掛けたこうした ｢動く図書館｣ について､

こう言っている｡

｢戦時下に於ける市民の読書施策として､ 設けられた

｢読書組合｣ と ｢婦人読書倶楽部｣ は､ その企画の発

表と同時に市民に多大の反響を与へ､ 着々その事業内

容を拡充しつゝあることはまことに喜ばしいことであ

る｡ ……｡ 吾々は今次の大東亜戦を勝ち抜くためには

一切の空論を排除し､ 安易や怠慢を撃攘し､ 真摯なる

自覚に基き､ その生活態度の是正に､ 生活規正にいく

たの新しき工夫と､ 新知識に依る創意を生かし吾々の

戦争生活を樹立して行かねばならぬのである｡ ……､

従つて本�今後の ｢行き方｣ として考へられることは､

戦ふ市民の辞書として､ また戦ふ市民の智嚢として､

全力を挙げて協力せんとすることである､ ……､ この

｢行き方｣ こそわれわれが現下に於ける国家的任務を

遂行する最要喫緊のことと考へるのである｣４｡

この楠田の ｢動く図書館｣ のような図書館活動を､ 我々

はしばしば､ 軍ファシズムを中心とする権力の強制により

強いられた､ 本来の図書館活動から逸脱したものとして言

及してきた｡ 戦争被害者の立場を強調する議論である｡

一方､ こうした議論に対して､ 積極的な国策協力・戦争

協力的なものであるとして､ その密やかな共犯関係・加害

者的立場を指摘する研究や記述が近年公にされてきた｡ そ

れらは､ 今迄我々の記憶から意識的に､ 或いは無意識に忘

れ去られていた ｢事実｣ を数多く発掘してきた｡

しかし､ 戦争被害者を強調する立場も､ 共犯・加害者的

立場を指摘する研究も､ 一見対立するように見えながらも､

分析の枠組については､ 善悪二元論的の極めて単純化され

たスキーマを採用しているという点で､ 実は同根のもので

あり､ あたかも１枚のコインの表裏のような関係にある｡

両者とも､ 今後研究をすすめていくうえで､ 分析の枠組と

して準拠するには些か単純に過ぎることは否めない｡

ところで､ 昨今のメディア史研究を中心とする�研究に

おいては､ 総力戦体制期――ほぼ敗戦前昭和期と重なる､

楠田の ｢動く図書館｣ の時期である――を従来の階級社会

からシステム社会への移行期と捉える観点が提示され､ そ

うした観点に基づいた研究がなされている｡ そこでは､ 社

会のシステム社会化とは ｢｢階級｣ ｢世代｣ ｢性差｣ による

利害対立を ｢国民｣ という抽象性の高い次元で解消し､ 他

律的強制に代えて個人の主体性や自主性をシステム資源と

して動員可能にすることである｣５ とされる｡ 戦争被害者

か､ しからずんば共犯・加害者であるという善悪二元論的

なスキーマを乗り越える分析の枠組を､ こうしたメディア

史研究の知見は与えてくれるように思える｡

今回の発表は､ 近年のメディア史研究を始めとする総力

戦体制に関わる�研究を参考にして､ 敗戦前昭和期におけ

る楠田五郎太ら青年図書館員聯盟の活動家により唱導され

た図書館革新運動について､ 今後の分析の見通しを得るこ
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青年図書館員聯盟の図書館革新運動と ｢ファシスト的公共性(圏)｣

―楠田五郎太の ｢動く図書館｣ を中心に―

米井勝一郎 (愛知県立大学学術情報センター図書館)

※小論は､ 2008 (平成20) 年９月15日､ 工学院大学新宿キャンパスで開催された日本図書館文化史研究会2008年度研究集会

での発表原稿である｡ 本報告書に掲載するにあたり､ 若干加筆した箇所もあるが､ 発表時の大意は変更していない｡ 発表原

稿のため､ 文章が体をなしておらず､ 論旨の運び方も不充分なものである｡ 発表の時に参会者の方々から指摘された点等も

含め､ 近い内にきちんとした形に纏め直し発表する予定である｡
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とを目的に纏めてみたものである｡

１ 総力戦体制､ 図書館革新運動と
｢ファシスト的公共性 (圏)｣

１－１ 第一次大戦の衝撃と総力戦体制の構築
第一次世界大戦から始まる総力戦体制は､ 国民国家のあ

り方を従来のものから大きく異なるものへと移行させる契

機となった｡

従来国民国家は､ その有する理念はともかく､ 実際は

｢財産と教養｣ ある市民階級が国家の政治や統治に参加し､

それ以外の労働者や女性・未成年など､ 彼等・彼女等をい

わば二級市民＝被治者として､ 政治や統治の意志決定過程

から排除する体制であった｡

しかし､ 総力戦体制においては､ 一国の資源は ｢経済的

資源のみならず､ 人的資源までもが戦争遂行のために全面

的に動員されなければならな｣ い｡ なぜならば､ 労働者や

婦人・未成年などの ｢市民としての正当性を与えられてい

ない劣位の�グループは､ 政治的責任を負うべき立場に立

たされていないがゆえに､ 総力戦の遂行にあたって主体的

な担い手になろうとする内面的動機を欠｣６ くからである｡

総力戦体制下にあっては､ このような総動員的観点から､

社会福祉・教育・参政権などの面を中心に､ 社会の平準化

と ｢階級対立の制度化と体制内化｣ が政策的に推し進めら

れるとともに７､ 他方､ こうした上からの動きを促進し､

また呼応する格好で､ 社会の周縁に位置していた様々なグ

ループが ｢国民化｣ 運動を自主的に活発に展開していった｡

1925 (大正14) 年の普通選挙法によって25歳以上の成年男

子に政治への参加権が付与されるとともに､ 大正期から敗

戦前昭和期にかけて､ 労働者・農民・青年・女性・軍人な

どのグループが､ 政治参加運動＝ ｢国民化｣ 運動を推し進

めたことを我々は知っている｡

１－２ ｢国民的公共性 (圏)｣ 形成と青年図書館員
聯盟の結成

国家の手に依って総力戦体制の構築が推し進められると

ともに､ 様々なグループが ｢国民化｣ 運動を展開していく

中で､ ｢言説が交換される社会的空間｣８ ｢公論 (輿論) が

形成される社会生活の一領域｣９ である公共性 (圏) の構

造が大きく変化していく｡

総力戦体制は､ それまでの ｢市民的公共性 (圏)｣ ＝

｢教養と財産｣ を有することを入場の条件としていた公共

性 (圏) の壁を打破し､ 新たに国民全てに開かれた公共性

(圏) ＝ ｢国民的公共性 (圏)｣ を成立させたのである｡ そ

れまで社会の周縁に押しとどめられていた様々なグループ

の主張や異議申し立ては､ 広く ｢世論｣ として､ この新た

に成立した公共性 (圏) の中で流通することになる｡

ところで､ 昭和改元から間もない1927 (昭和２) 年11月､

わが国の図書館事業の刷新と改革を標榜して､ 青年図書館

員聯盟 (以下 ｢青聯｣ という｡) が結成された｡ この青聯

の関係者により､ ラディカルな図書館革新のための言説が

公共性 (圏) の中に発信される｡

１－３ ｢市民的公共性 (圏)｣ の中の近代公共図書
館

明治維新後､ わが国に導入された近代公共図書館は､

｢所有群籍ヲ蒐輯シ､ 部分類別シテ架上ニ収メ､ 普ク�人

ニ此処ニ来繙閲スルヲ許シ､ 博ク考古徴今ノ資ニ供シ､ 或

ハ著述編輯ノ便ニ充ベシ｣ (市川清流 ｢書籍院建設ノ儀ニ

付文部省出仕市川清流建白書｣)､ 或いは ｢普ク衆人ノ此処

ニ来テ望ム所ノ書ヲ看読スルヲ差許ス｣ (明治５年６月文

部省番外達) と､ 国民全てに開かれた図書館を指向し､ そ

れを標榜しながらも､ 同時に ｢蓋シ此借覧ヲ希フハ学業頗

ル成リシ者ノ博ク考古徴今､ 或ハ著述等ノ資ニ供スルカ為

ニ設ケタル処｣ ｢半袂 [さんずい＋闊] 袖等ノ見苦敷風体

之者ハ不許入館｣10 と利用を身分や身なりで制限していた｡

わが国の公共図書館は､ ｢読書する公衆｣ のために設けら

れたものであり､ ｢無教養｣ な大衆は､ 図書館の利用者か

ら排除されるか､ または利用者として想定されていなかっ

た｡ 日本の近代公共図書館は､ ｢読書する公衆｣､ 即ち､

｢財産と教養｣ を入場の条件とする ｢市民的公共性 (圏)｣

のメディアとして出発したのであった｡

１－４ 青年図書館員聯盟の目標
こうした高踏的な公共図書館のあり方に反発したのが青

聯の図書館革新運動である｡ 彼等の手に依って今日の図書

館における標準ツールである日本十進分類法NDC・日本

目録規則NCR・基本件名標目表BSHの基礎が作られたこ

とはよく知られている｡ この三大ツールに象徴されるよう

に､ 青聯のわが国の図書館界に対する貢献は､ 整理技術中

心のものとして理解されている｡ しかし､ 彼等が目指した

最終的な目標は､ 一般民衆の要求に応える図書館､ 民衆の

ための図書館､ いわば国民大衆全てに開かれた ｢国民的公

共性 (圏)｣ のためのメディアとしての図書館を作り上げ

ることであった｡ 青聯の1927 (昭和２) 年の宣言は次のよ

うに述べる｡

｢一般民衆の�に対する要求は刻々に熾烈さを加へつゝ

ある｡ が果たしてわが�施設は彼等民衆の要求を充た

すに足りるものであらうか｡ 否､ 否､ 今日�の名をも

つて呼ばれるもの大凡五千､ あるひはその内容におい

て､ あるひはその機能において､ 殆んど盡く彼等の要

求と相距ること遠いものである｡ ｢�に図書なし｣ の

嘆を聞くや久しい｡ 然り�に図書なし､ 縦令図書ある

も活用の途なく畢竟図書なきに等しいのが､ 即ちわが�界の現状である｡ これらの�をして飢ゑたる民衆に

対する ｢心の糧｣ の給与所たらしめ､ 真に精神文化の

エルサレムたらしめること､ これ今日及び次代におけ

るわが�従業者に課された歴史的使命である｣11｡

青聯のこうした大衆指向を具体的に示すものとして､ 彼

等による書誌学批判がある｡ 書誌学という学問分野は､ 研

究対象となる古典籍の豊富な蓄積を前提とし､ その修得に
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極めて長期間の年月 (と費用) を要する､ 即ち ｢財産と教

養｣ を有するものの学問である側面を濃厚に有している｡

わが国における書誌学の拠点である静嘉堂文庫・東洋文庫・

大東急記念文庫 (五島美術館) などの文庫が三菱・東急と

いった財閥の手になったという事実が､ こうした書誌学と

いう学問の一面を象徴していよう｡ この､ いわば ｢持てる

者｣ ＝限られた者の学問である側面を有する書誌学に､ 図

書館の大衆化・国民化を望む青聯が強く反発したことは当

然のことである｡ 次は､ 青聯の会報に寄せられた強烈な書

誌学・書誌学者批判の一つである｡

｢図書館界ニダッテ一流人ガ居ル｡ 少々邪道ダト思ウ

ノハ図書館雑誌ニノサバッテ居ル書誌学者デアル｡ 個

人ノ書斎ヲ飾ルニ相応シタモノヲ図書館界ノ大通リニ

持出シテ得々トシテ居ル｡ 之等ハ図書館的ナモノヲ持

合シテ居ラナイノデ自家ノ下積ミニシテアッタモノヲ

持出シタノデアリ､ 彼等ニ真実ナ事ヲ言ワシテ見レバ､

之レ以上ニ持チ出シタイ一張羅ノ晴着ハ前職デアル教

育家色ヤ役人色扨テワ土木技師職デアルガ､ 所ガ所ダ

カラ流石ニ夫レハ慎ンデ下積ミノ図書館ニ近イ色ヲ出

シテ胡麻化シテ居ル｣12｡

１－５ 図書館員の ｢国民化｣ 運動体としての青聯
青聯の図書館革新運動が､ 図書館を大衆的なものとし､

｢国民的公共性 (圏)｣ の中でのメディアたらんと指向する

ものであると同時に､ 周縁的な立場に置かれていた現場図

書館職員の地位向上を強く願うものであったことにも留意

しておきたい｡ 青聯の綱領には､ 彼等最大の目標と目され

ている ｢図書館管理法準則の確立｣ と並んで､ ｢図書館員

の社会的地位待遇の改善｣ が掲げられている｡

青聯の機関誌 『�研究』 や会報は､ 戦後に引き継がれる

こととなる貴重な研究や体験が発表される場であったと同

時に､ 退職官吏・教育者の天下り館長人事や､ 官僚制の中

での図書館職員の処遇の悪さについての不満や怨みを吐露

する場でもあった｡ 今日､ 彼等が遺したこうした文章を読

むと､ 当時の彼等が託っていた不満の大きさと､ それを解

消するために強力に図書館革新運動を推進しようとした動

機が理解できる｡

青聯による図書館革新運動は､ 社会の周縁的立場に置か

れていた現場図書館職員が社会の中で相応しい地位と処遇

を獲得せんとする運動であり､ 当時女性や農民・労働者な

どこれまた社会の周縁に位置した�グループによる ｢国民

化｣ 運動と軌を一にするものであったといえる｡ 彼等の図

書館革新運動は､ 周縁的図書館人の ｢国民的公共性 (圏)｣

への参加要求であった｡ 先に掲げた青聯の宣言は､ 続けて

次のように述べている｡

｢これ今日及び次代におけるわが�従業者に課された

歴史的使命である｡ 然るにこの大使命を負へるわが�
従業者等の多くが､ あまりに晏如としてその伝統的象

牙の塔に閉ぢ籠もり､ 挙国的一致協力をさへ図らうと

しないのは､ 実に痛嘆の極みであつて､ 今は徒らに袖

手傍観すべき秋でないではないか｡ 然り､ 然るが故に

先づ正当なる認識を有する�員聯盟結成の必要は､ ま

さに焦眉の急を告げつゝあるではないか｣13｡

１－６ 大衆国民化の ｢国民的公共性 (圏)｣ ＝
｢ファシスト的公共性 (圏)｣ の成立

メディア史研究者である佐藤卓己氏は､ 第一次大戦期～

大正デモクラシー期を起点に､ 財産とそれに応じた教養を

有する読書人が担っていたブルジョア的公共圏＝ ｢市民的

公共性 (圏)｣ に代わり､ 今迄その公共圏に参加すること

ができなかった周縁的な大衆までもが参加する国民的公共

圏が､ 総力戦体制の整備・拡充と呼応しつつ構築されていっ

たとし､ その公共圏を ｢ファシスト的公共性 (圏)｣ と名

付け､ 第一次世界大戦から第二次世界大戦までの総力戦体

制期の､ 軍部独裁下 (といわれる) 日本や､ ファシズムの

典型とされるナチス統治時期のドイツ､ ムッソリーニ率い

るイタリアにおける公共性のみではなく､ アメリカのニュ

ディールや､ イギリスの挙国一致体制下における公共性を

指す概念として使用することを提唱している14｡

ここで留意しておきたいのは､ まず､ こうした国民的公

共圏＝ ｢ファシスト的公共圏｣ への参加が､ 軍刀や銃口に

よる強制や抑圧によって行われてきたのではない､ という

ことである｡ 選挙権の行使､ 社会的意義が付与された団体

活動や集会・行事の計画とそれへの参加や共感に伴う政治

や世論形成の場への自主的な参加行為こそが､ 世論を担い､

政治的意志決定過程に参加しているという感覚と､ 一の国

民国家へ帰属しているという感覚を実感させたのである｡

大衆一人一人が､ 国家の経営に係わっているという実感､

いわば ｢民主主義｣ を彼等は実感していた｡ そして､ 総力

戦体制はこうして形成された公共性 (圏) から､ その政策

形成について合意を調達することとなったのであるが､ こ

の公共性 (圏) においては､ ｢公論の性格も真偽を規準と

する理性的な ｢輿論｣ から美醜あるいは好悪を規準とする

喚情的な ｢世論｣ へと変質する｣15｡ 流動化した公共性 (圏)

は､ ひとたび発火点に達すれば､ ｢世論｣ は､ 大衆の参加

感覚と共感に支えられながら､ そして総力戦体制の構築を

指向した軍部や官僚の思惑すらも超えて､ 一気に一つの方

向に向かって奔流となって迸ることとなるだろう｡

１－７ 総力戦を支える回路の完成
国民の様々なグループの真摯な主張や思惑が､ ｢ファシ

スト的公共圏｣ を介して､ 自主的に総力戦体制を支える回

路が形成されたのである｡ 来るべき戦争は､ 国民一人一人

が､ 自主的に､ 様々な局面において､ それぞれに与えられ

た環境の中で全力を尽くして参加することになるだろう｡

図書館も図書館人も｡

歴史作家の吉村昭氏は､ 先の戦争を振り返って次ぎのよ

うに語っている｡ 慧眼な作家は ｢ファシスト的公共性｣ に

向かう人々の巨大なエネルギーと､ それを回路に組み込ん

だ総力戦体制がもたらしたものを正確に理解していた｡

｢私は､ 戦争を解明するのには､ 戦時中に人間たちが

示したエネルギーを大胆に直視することからはじめる
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べきだという考えを抱いていた｡ そして､ それらのエ

ネルギーが大量の人命と物を浪費したことに､ 戦争と

いうものの本質があるように思っていた｡ 戦争は､ 一

部のものがたしかに煽動してひき起したものかも知れ

ないが､ 戦争を根強く持続させたのは､ やはり無数の

人間たちであったにちがいない｡ あれほど厖大な人命

と物を消費した巨大なエネルギーが､ 終戦後言われて

いるような極く一部のものだけでは到底維持できるも

のではない｣16｡

２ 楠田五郎太の ｢動く図書館｣ と ｢ファ
シスト的公共性 (圏)｣

２－１ 楠田五郎太と彼の ｢動く図書館｣ (１)
青聯の重要なメンバーの一人であった楠田五郎太 (1908

～？)17 は､ その図書館革新運動の中でも､ 館外サービス

活動＝ ｢動く図書館｣ を徹底して推し進め､ とくに熱心に

図書館の大衆化・地方中小図書館の振興・不読者層の開拓

を図ろうとした人物である｡ 主著に 『動く図書館の研究』

(研文館､ 1935年) がある｡

岡山市立図書館を皮切りに､ 兵庫県巡廻文庫・樺太庁図

書館・在上海日本近代科学図書館において活躍した｡ 1942

(昭和17) 年12月 (異なる年月を記録する資料もある｡) か

ら新京特別市立図書館｡

２－２ 楠田五郎太と彼の ｢動く図書館｣ (２)
彼の ｢動く図書館｣ とは､ 図書館員が図書館という施設

の外へ積極的に出ていって行う館外サービス活動のことを

いう｡ 彼の主著 『動く図書館の研究』 では､ その種類につ

いて､ 貸出文庫・訪問図書館 (官製の民間団体を介した配

本・貸出サービス)・移動図書館 (決められて場所に定期

的に出向き図書の貸出を実施するサービス)､ またそれら

に加え一時的施設である海浜 (臨海) 図書館・林間図書館・

図書館週間街頭貸付について言及している｡

楠田が強く図書館が ｢動く｣ ことを求めたのは､ 彼が

｢動く図書館｣ にこそ､ 今後の地方中小公共図書館の発展

と､ 当時それらの図書館が陥っていた閉塞した状況の打開

策を見出していたからである｡ 我々は､ こうした彼の言説

と同様なものに､ 戦後の図書館運動の中でも出会うことに

なるだろう｡

図書館に登館しない利用者に資料を提供する彼の ｢動く

図書館｣ は､ 館界の一部から ｢貸本屋である､ 苟も図書館

ともあらうものが｣ との批判を受けたらしいが､ これに対

して彼は次のように反論する｡ ｢動く図書館｣ の楠田､ 面

目躍如の文章である｡

｢一体図書館が貸本屋であるといふことが何故悪いか､

却つて我々は貸本屋の活動的シスチ
ママ

ムから多くの示唆

と暗示とをさえ受けるではないか､ そして我々は進ん

で貸本屋であることを希望しなければならない ……

(略) …… 私は断然公共図書館よ！貸本屋であれと絶

叫したい｡ 百や二百の閲覧者のために､ それも新聞と

小説とを見に来る常連と､ 学生のために浮き身を�し

てゐる図書館が貸本屋に転向したからと云つて､ 決し

てその名誉を傷つけるやうなことはない｣18｡

楠田が図書館活動の中で重視したのは､ 全域サービスで

あり､ 不読者層の開拓､ 殊に家庭婦人たちへの配本サービ

スであった｡ 家庭婦人への館外サービスについては､ 後で

言及するので､ ここでは彼が指向した全域サービスに係わ

るエピソードを紹介したい｡ 彼が出納手から図書館職員と

名の付く書記となった頃のことである｡

｢谷口館長から ｢公共図書館経営の根本は｣ と質問さ

れた､ もちろん当時の私としてこの答に窮したことは

当然であつた､ 私は即座に ｢解りません｣ と答へた､

公共図書館員としてこの問に答へらなかつたのである

から､ 情ない話である､ 谷口館長は私のこの不勉強を

笑つて済され､ ｢では教へてやる､ 風呂屋と図書館だ｣

と言はれたまま席を立つてしまはれた､ ｢風呂屋と図

書館｣ 私はこの謎のやうな言葉の意味を考へた､ けれ

どもこの謎は解けなかつた仕方がないので当時首席司

書をして居られた秋田稔氏 (後に同図書館長となる)

にその解釈をたづねてみた､ 秋田司書の説明に依ると

｢谷口館長のこの図書館経営の理想は､ 風呂屋の数程

図書館 (分館施設を設けること) を作ること､ 即ち貸

出文庫を多数出して､ 全市の図書網を完成し､ どの地

域にゐる市民も容易に図書館を利用することが出来ふ

やうしたい｣ といふのである､ 当時の図書館経営の思

想として実に飛躍的なものであつたのである､ この笑

話のやうな出来事はその後の私の図書館経営に大きな

影響を与えた､ 兎も角その時の私の驚きは大変なもの

であつた､ いままで図書館といふところは､ 学生や特

別何かの研究をする人だけ利用するところだと思はれ

てゐたのであるが､ この考へ方で行くと図書館は全市

民の利用に供しなければならぬことになるのである､

この私の驚きが私の図書館事業への興味と情熱とをか

りたてたものといへるであらう｣19｡

設置された場所が市の東部に偏しており､ 勢い館外貸出

サービスに重点を置かざるを得なかった岡山市図書館で､

彼は生涯を通じて追求することとなる図書館サービスのあ

り方を得たのであった｡

２－３ ｢動く図書館｣ ――家庭婦人への配本サー
ビスとその意味 (１)

戦前の婦人の地位は､ 今日に比して著しく低く､ 彼女達

の文化的環境も貧弱なものであった｡ 楠田の ｢動く図書館｣

は､ こうした境遇にある女性達､ 殊に家庭婦人への文化的

救済を狙ったものである｡ 彼は言う､

｢日本の母の教育程度､ 教養の程度思想内容は如何で

あらう何と貧弱ではないか …… (略) …… この惨め

な母への再教育､ 私はこゝに､ 一つの新しき而も緊急

を要する図書館の悩を見出し得る､ この重大問題を有

つ､ 日本の図書館がこれに対す何等の対策も努力も払
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はないのは一体どした訳であらうか､ 彼女等の多くは

しかも自己の文化地位がどの辺にあるかといふことに

ついて少しの反省心をも有してゐないのである､ 然も

彼女達の誰
ママ

一の教育機関である図書館を利用するのに

は､ 日本婦人は外出すべからずといふ大きなハンデイ

キヤツプを有つてゐるのだ｡ この因襲的悪弊は彼女の

無反省と共に彼女達の自由を奪つてあらゆる文化から

遠ざかりつゝあるのではなからうか｡ 話題と書物のな

い､ 冷たい台所と育児室だけが彼女等の生活場なので

ある､ この救はれない彼女等をそのまゝにして置いて

よいと言ふ鉄則を誰かゞ持つてゐるかの様に図書館が

斉しく救ひの手を差延べないのは何故であらうか｣｡

｢それは図書館に与へられた重大任務ではないか､ 何

故ならば自由に､ しかも大胆に､ 彼女等に知識の吸収

を強要する機関は図書館をおいて他にはないからだ｡

図書館こそ彼女等を救ふ天使とも云ふべきだ｣｡

｢人間に力を与へる多くの場合書物なのであるがその

書物が彼女達には与へられてゐない境遇なのであるか

ら､ 彼女達に図書館が書物を供給することになれば図

書館は彼女達の惰眠を破る尖兵となることが出来るの

だ､ そして第二の国民､ 次の社会人を完全に仕上げ得

る母を作り上げることが出来るのだ｡ しかし乍らこれ

は図書館が従来の様にポツネンと人の来るのを待つ式

の経営方針であつたら恐らくこの大業は完成すること

が出来ないであらう｣20｡

２－４ ｢動く図書館｣ ――家庭婦人への配本サー
ビスとその意味 (２)

以上のような楠田の言説に､ 戦時国策協力的なニュアン

スを読みとることはさして困難なことではない｡ しかし､

例えば､ 満州事変 (1931年) を契機として組織された国防

婦人会の活動が､ それまで自分の時間を持たず､ また家庭

外への活動を封じられていた女性たちにとって､ 戦時国策

協力運動ではあったに違いないながらも､ 同時に社会的活

動への参加拡大という一種の ｢婦人解放｣ 運動的側面を有

していたことに留意しておきたい21｡ 国防婦人会の運動は､

女性という従来周縁的な位置にいたグループの ｢国民化｣

運動という側面を有しており､ 従来の公共性 (圏) から排

除されていた彼女達の､ 公共性 (圏) へ参加運動であった｡

楠田の ｢動く図書館｣ が､ 今日の眼から見れば､ 国策協

力＝女性達を銃後の国民に組織化する側面を有していたこ

とは否定できないが､ その ｢動く図書館｣ が女性達へもた

らす本や雑誌は､ 国防婦人会の家庭の外へ向かう活動とは

ベクトルが逆ながらも､ 家庭に閉じ込められている女性達

にとって､ 一種の ｢解放｣ ＝開かれた世界の可能性に関す

る知識とそれを結節点とする新しい人間関係・社会的活動

への参画への可能性を付与するという契機となったことは､

彼の ｢動く図書館｣ に集
つど

った女性達の感想が示している｡

｢(新京婦人読書倶楽部主催のハイキングに―発表者)

一人の落伍者も出さず二十一粁の行程を踏破した私達

は自己の力をあらためて認識し銃後女性として目的を

全うした誇を感ずる図書館で熱いお茶を頂き和気藹々

裡に散会｡ 今日一日多大の御庇護を頂いた�先生並び

に事務局の方へ対し深甚の感謝を捧げると共に縁あつ

て読書倶楽部に結ばれた友情の永久にあれかしと祈つ

て筆を擱く｣22｡

楠田の ｢動く図書館｣ もまた､ かつて ｢物言わぬ民｣ で

あった彼女達を公共性 (圏) へと誘う運動であった｡

２－５ ｢動く図書館｣ と図書館員の国民
ファシスト

的公共圏
参画

さらに楠田の ｢動く図書館｣ が､ その活動を実施するこ

とを通じて､ 社会的に周縁部に止め置かれていた現場図書

館職員の､ 社会的地位上昇を要求するものであったことに

も言及しておきたい｡

彼の代表的著作 『動く図書館の研究』 に付された ｢図書

館に於ける外交戦｣ は､ 図書館の外交戦略――広報戦略を

述べたものであるが､ その論文の冒頭に近い部分で ｢何を

好んで図書館が街頭に進出し､ 戦ふまでの外交を必要とす

るか｣ と自問し､ 次のように答えている｡

｢この問に対してはそれは図書館が余りにも冷遇され

過ぎてゐるからだと答へるより外ない｡ 我々図書館員

が真面目に図書館の位置と､ 我々の位置とを考へたな

ら､ 恐らくそれが今日の社会で余りにも適当なる位置

でないことに気付くであらう｡｣23

先にも述べたように､ 当時の現場図書館職員の社会的地

位は低く､ それに対して､ 殊に図書館の実務と理論に長け

ている自負していた青聯の関係者は大きな不満を持ってい

た｡ 彼等はそれがため人一倍熱心に図書館活動を実践し､

図書館職員と図書館の社会的有用性を訴えることに力を入

れることになった｡ 楠田の ｢動く図書館｣ も然りである｡

それは､ 図書館職員が図書館活動を介して ｢言説が交換さ

れる社会的空間｣ でその場を確保することに他ならない｡

彼は言う｡

｢あらゆる場合､ 何かの場合に､ 図書館が話題に上つ

た場合､ 言ばざるは言ふに将るなんて君子気分を出さ

ぬこと､ 少々笑はれても自分が図書館に勤めてゐるこ

と､ 及図書館の仕事の如何に重大であるかを確信を以

て話せ､ 図書館は今そうしたことを必要とする時代で

あるからだ｣24｡

楠田の ｢動く図書館｣ は､ 図書館職員の公共性 (圏) へ

の強烈な参加要求でもあったのである｡

３ 総力戦体制と図書館界

３－１ 総力戦体制と戦後
1945 (昭和20) 年夏､ 日本はポツダム宣言を受諾､ ｢大

日本帝国｣ は解体した｡ 日本軍も解体し､ 兵士たちはそれ

ぞれに復員してきた｡ しかし､ 国民大衆の自発性と参加を

求める (動員する) システムはアメリカ占領下のいわゆる

｢戦後民主主義｣ 下でも継続する｡ 総力戦体制は戦後も継
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続した､ 終わらなかったのである｡ 赤上裕幸氏は映画の戦

後史を論じたその論文で次のように指摘している｡

｢総力戦の定義づけを ｢主体性｣ の動員だとするなら

ば､ 戦後占領期においてもメディアそして国民は､ G

HQの政策にたとえ不満があったにせよ主体的に参加

していったわけであり､ ここに ｢戦後総力戦体制｣ の

存在を指摘することができる｣25｡

３－２ 戦後の図書館革新運動
国民大衆の主体性や自発的な参加を掬い上げる､ また創

出するという面で､ 戦前・戦中の体制と戦後の体制が等

価である (総力戦体制の連続) ならば､ 戦前・戦中におけ

る ｢総力戦の一翼を担った ｢女性の国民化｣ や ｢少年の

国民化｣ は､ 戦後も引き続き民主国家建設に向けて推進さ

れ｣26ることになる｡ 戦後図書館界も､ こうした ｢民主国家

建設｣ のために国民大衆の主体性を動員し､ 図書館の大衆

化を推し進める方向で活動を開始する｡ それは､ 戦後図書

館界の話題となった､ 長野県の ｢PTA母親文庫｣ ・鹿児島

県の ｢母と子の20分間読書運動｣ から ｢中小レポート｣

｢市民の図書館｣ に至る�活動が､ 不読者層の開拓＝動員

と､ その国民化を推し進めることを通じ､ 図書館の大衆化

を図ろうとするものであったことに端的に窺えよう｡ 女性

と少年少女 (＝かつての ｢少国民｣) を対象にした ｢母と

子の20分間読書運動｣ の椋鳩十が､ はしなくもこの読書運

動の目標について､

｢ほうっておけば､ 本を読もうとしない子どもたちも､

多数動員して､ この運動に参加し､ 読書のおもしろ

さを､ なんとかして､ 身につけさせようとする意図

が､ この運動には､ 強く､ うち出されているからであ

る｣27｡

と､ ｢参加｣ と ｢動員｣ を強調していることをここでは指

摘しておきたい｡

それは､ 戦前・戦中の楠田 (や青聯) が目指したものと

同じであったことは改めて指摘するまでもないだろう｡

しかし､ 参加と動員の態様が､ 戦前・戦中と同じように

見えても､ いわゆる ｢戦後民主主義｣ 下の公共性 (圏) が､

言葉の本来の意味での民主主義的なもの､ 即ち ｢｢人びと

の言説の尽くしがたい豊かさ｣ が享受される場所であり､

単数の真理が人びとの上に君臨する空間で｣28なかったこと

は､ 戦後史において国民大衆の ｢輿論｣ により担われた民

主的な運動や政治への異議申し立てが幾度か有効性を示し

たことに窺える｡ 我々は戦後における節目の度に､ かつて

来た道を二度と踏まぬことを確認してきた｡ いわゆる ｢戦

後民主主義｣ は､ 一面､ 総力戦体制として戦前・戦中と同

じく参加と動員体制を指向しながらも､ 他面､ 豊かな言説

の空間を育ててきたことは認めねばならないだろう｡ 図書

館も､ その力は弱かったとはいえ､ そうした (後者の) 機

能を担ってきたことを報告者は信じるものである｡

４ おわりに―― ｢ファシスト的公共性
(圏)｣ は避けうるか

４－１ ｢ファシズム的な社会｣ (三輪寿二氏29)
近年､ グローバリズム化の進展､ 新自由主義的政策の採

用による社会の流動化などが進展｡ こうした中､ ナショナ

リズムを声高に叫ぶ声や､ カリスマ的な､ あるいは強力な

リーダーシップを待望する声､ 単純な善悪二元論的社会批

判の声が蔓延しつつあるかのようである｡ 昨今の ｢日本の

社会をファシズム的状況として理解｣30する要があろう｡

こうした社会状況に対して､ その社会からの動員と参加

を拒絶し生きていくことは､ 極めて困難である｡ かつての

革命家たちが山奥に､ あるいは黄土高原に解放区を築き､

既成の社会に抗することができた時代とは現在は大きく異

なっている｡ 現代社会が提供する社会保障・医療・教育な

ど始め水道・電気などのライフラインなしでは我々は一日

たりとも生きていくことの困難であることは明らかである｡

我々は過去の革命家たちのような失うものなどない ｢自由

な人間｣ ではないのである｡ こうしたことを理解してなお

も､ 現代社会のシステムに抗することを選択し､ 富士山麓

に宗教王国を築こうとした人びとを私達は知っているが､

それが帰結したのが､ 現代社会システムの醜悪な､ 惨めな

縮小コピーであったことも同時に知っている｡

一方､ こうした社会の変質に対応して公共性 (圏) には

危機的な事態が生じつつあるようである｡ 例えば､ 人々が

生きる空間が､ 空間的にも社会的にも分断されるという事

態が進行している｡ 例えば､ アメリカでは次のような事態

が生じているという｡

｢ロサンゼルスに住む人びとはいま杜会的・空間的に

明確に分断されている｡ 一方で､ 富裕層は ｢ゲイティ

ド・コミュニティ｣ (塀で覆われ､ セキュリティ・サー

ヴィスを購買する住宅地)に象徴される安全な空間に

自らを囲い込み､ 他方､ 潜在的な犯罪者と見なされる

貧困層は市警察が監視する ｢ゲットー｣ に押し込めら

れる｡ セキュリティの空間とリスクの空間は互いに遮

断される｡ かつて異質な人びとが入り交じり合う空間

であったメトロポリスはいまや等質な ｢飛び地｣ に断

片化し､ 民主的な公共空間はそこから駆逐されてしまっ

た､ というのである｣31｡

この引用に続く齋藤純一氏の指摘を待つまでもなく､ こ

うした事態が ｢人びとの言説の尽くしがたい豊かさ｣ を享

受される場所である公共性 (圏) にとって､ 危機的な状態

であることは直ちに了解できるであろう｡

社会を拒否するのでもなく､ 社会を維持し､ また望まし

い方向へと発展させていくためにも､ 家族から始まる共同

体への構成員の自主的な参加による協同や共生が必要であ

り､ そうした人々の言説の空間＝公共性 (圏) を豊かなも

のしておくことは論を俟たない｡ では､ 如何に参加＝人び

とと手を繋ぎあい､ 語りあっていくのか｡ それに図書館は

どう関係していけるのか｡
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４－２ ｢具体的な人間｣ と共に生きること
(池田浩士氏32)

かつてのファシズムや､ 全体主義支配下の国々において

人びとは､ 生活者ではない､ 抽象的な一人 (ヒトラーなど)

を見つめ､ その一人のために､ 自発性と積極性を発揮し､

それを評価されながら生きていた｡ 今問うべきは ｢わたし

たちにはそういう関係が大切なのかどうか｣33｡

抽象的な個人や超越的な ｢共同体｣ ｢共同性｣ ｢真理｣ の

ために､ 個々人の自主性・自発性を発揮するのではなく

｢具体的なこの人間｣､ 例えば具体的な隣人である ｢アジア

の人びと｣ や ｢ユダヤ人｣､ そして ｢夫なり息子なり兄弟

なり｣34のために協同し､ そのためにこそ個々人の自主性・

自発性が活かされる社会と､ それを担保する民主的な公共

性 (圏) を育むこと､ そしてそのための図書館＝ ｢民主的

な公共圏としての図書館｣35を構築すること､ それが我々の

生きていく社会と図書館のために必要なことであるように

思われる｡

【補記】｢４ おわりに―― ｢ファシスト的公共性 (圏)｣

は避けうるか｣ に関連して｡ 2008年10月13日付の 『朝日新

聞』 (朝刊) の1面と2面に､ ｢ルポにっぽん：安心買い街ご

と施錠・富裕層地域に壁｣ という記事が掲載された｡ 日本

における ｢ゲイティド・コミュニティ｣ ＝ ｢要塞の街｣ の

紹介記事である｡ アメリカで生じていた公共性 (圏) の空

間的・社会的な断片化が日本でも現実化したわけである｡

それは全域サービスを掲げる ｢民主的な公共圏としての図

書館｣ にとって危機的な事態ではないだろうか｡ なお､

『公共性』 (岩波書店) の著者である齋藤純一氏が当該記事

にコメントを寄せている｡

１ 楠田五郎太 (1908～？)｡ 最近までその没年とその前

後の事情については不明であったが､ 書物蔵氏のブロ

グ (書物蔵 ｢貸出運動家､ 満洲に死す!? (満洲に消え

た楠田五郎太；４)｣ 『書物蔵 : 古本オモシロガリズ

ム』 <URL：http://d.hatena.ne.jp/shomotsubugyo/2008082

1/p1>[アクセス2008-8-28]) にて､ JLAの創立60周年

(1951年) 記念式典の栞に掲載された物故者名簿に彼

の名前があったことが報告され､ 彼の没年がおよそ19

45 (昭和20) 年からJLA創立60周年記念式典の執り行

われた1951年の間であることが明らかにされた｡ 現在

の資料状況から没年に幅を見込むことは避けられない

が､ 書物蔵氏が推測されているように､ 彼が満州にお

ける敗戦前後の混乱の中で非命に倒れた可能性は大で

あろう｡

２ 米井勝一郎 ｢満洲の楠田五郎太：あわせて満洲国の図

書館事情について｣ 『図書館文化史研究』 15号､ 1998

年｡

３ 菊池弘義・加藤忍 ｢戦時下の市民読書の問題：新らし

い二つの企画について｣ 『新京図書館月報』 69号､ 1943

年､ ２頁｡

４ 『新京図書館月報』 70号､ 1943年､ １頁｡

５ 佐藤卓己 『現代メディア史』 岩波書店､ 1998年､ 174

頁｡
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今回の遼寧省図書館の訪書で､ 『月刊撫順』 およびその

後継誌である 『月刊満洲』 の一部を閲覧することができた｡

その目次一覧と解題は別に掲げたが､ この訪書により竹中

英太郎に関する記事をいくつか見ることができたので､ こ

こで別稿として報告をしておきたい｡

とはいえ､ わたしは竹中英太郎について特段よく見知っ

ているわけではない｡ 英太郎のご子息竹中労の著作を幾冊

か読んだり､ またわたしが大阪府立図書館の司書として集

書のセクションに配属されていたとき､ 書店から見計らい

というかたちで搬入された書物のなかにある竹中労の著作

の装釘に強く印象づけられた､ というほどのことである

(これら竹中労の著作竹中英太郎による表紙絵については､

『竹中英太郎』 湯村の杜 竹中英太郎記念館､ に載る)｡ ただ当

時は､ 平岡正明､ 斎藤龍鳳といった著述家とならんで､ と

りわけ竹中労の評論は際立っている感もあり､ できるだけ

もらさず図書館の蔵書にしておこうと収集に励んだ記憶は

ある｡

それくらいの関わりであるのだが､ 近年竹中英太郎につ

いて論じられることも多く､ また英太郎の評伝なども出版

されてきており､ ここでは新しく得られた知見をもとにし

て､ 竹中英太郎の渡満の実情や 『月刊撫順』 『月刊満洲』

とのかかわりについて報告し､ 手持ちの材料を提供してお

きたいと考えた次第である｡ ただ遼寧省図書館での複写事

情や､ もちろんわたし自身の力量の不足もあり､ また他館

に所蔵の雑誌にもすべてあたっているわけでもないので､

思い違いや誤読があるやもしれないが､ それはまた後日に

正確を期したいと考えている｡

竹中英太郎と満洲との関係については､ 2006年12月 『彷

書月刊』 に西原和海氏が ｢竹中英太郎と満洲体験－城島舟

礼との関わりについて｣ を書いておられ､ そこでも言及さ

れている､ 大村茂 ｢月刊満洲社と竹中英太郎｣ (『朱夏』 no.

13) がともにくわしいものである｡ また鈴木義昭 『夢を吐

く絵師 竹中英太郎』 (2006年11月 弦書房) でも､ ｢｢五族協和｣

の夢－国家社会主義の幻想｣ と一章をさいて記述されるが､

満洲での竹中英太郎の足跡についてはまだ不明な点が多い｡

こうしたなかで､ ここでわたしが提供できる竹中英太郎

と満洲および 『月刊満洲』 との関連性については､ 大きく

次の三点である｡

第一は､ 竹中英太郎が描いた 『月刊満洲』 の表紙絵であ

る｡ これについては､ 前掲の西原論文に昭和９ (1934) 年

５月号の表紙絵を掲出しておられて､ 実のところ西原氏が

他の表紙絵もお持ちではないかと思いながら､ ともあれ今

回遼寧省図書館で見ることができた表紙絵を､ 竹中英太郎

の著作権継承者である竹中英太郎記念館館長金子紫氏の許

諾を得て､ 掲出することとした｡

第二は､ 昭和９年６月号 (第７卷第６號) に掲載された竹

中英太郎 ｢滿洲へ行きたがる－挿絵画家への告別の辞｣ の

記事である｡ この前半部分は､ 上京以降の苦労の道筋につ

いて自身の家庭の実情を回想しながら流行の挿絵画家とし

て立ち行く過程､ そして挿絵画家としての存在を自ら否定

しつつ満洲に思いをつのらせていく様子を論述している｡

最後の部分では､ 昭和7年と推測される英太郎の満洲旅行

のこと､ 城島舟禮との出会いや舟禮の人物像を述べる｡ こ

れについても金子氏の許諾を得て全文を掲出して今後の研

究への素材提供としておきたい｡

第三は､ 城島舟禮と竹中英太郎との交友の一端である｡

とはいえこれは､ 遼寧省図書館でみることができた 『月刊

満洲』 の舟禮 ｢身辺雑記｣ や ｢後記｣､ また竹中英太郎の

いくつかの論考や手記の内容の貼り合せで､ 十分なもので

はない｡ また舟禮に特有の韜晦した筆致もあって､ まだま

だ不安定なものではある｡ ただ､ この時期の 『月刊撫順』

『月刊満洲』 は国内にはほとんど所蔵がないので､ 現在知

りえた情報としてこの交友についても述べておきたい｡

さて竹中英太郎の名前が 『月刊撫順』 にみられるのは､

昭和７年１月号で､ 小山勝清 ｢十二の指輪 １｣ の挿絵画

家としてである｡ 確認できたのは､ ２月号の第２話までで

｢竹中英太郎畫｣ と出る｡ 小山の小説は３月号も継続して

いる｡

この小山勝清 (明治29年３月29日－昭和40年11月26日) は熊本

県球磨郡四浦村晴山の生まれの作家である｡ 熊本の済々黌

を中退して堺利彦について社会運動に入り足尾銅山ストラ

イキにも参加､柳田国男に師事し､ 昭和10年 『少年倶楽部』

の ｢彦一頓智ばなし｣ でデビューした児童文学作家でもあ

る｡ 竹中英太郎は大正12年に上京するが (藤川治水 赤尾信編

竹中労補遺 ｢竹中英太郎画譜｣ 『百怪､ 我が腸ニ入ル』)､ 英太郎は

この小山の家にころがりこみ居候となり､ また近所には橋

本憲三・高群逸枝も住んでいて ｢ちょっとした熊本県人会｣

であったという (藤川治水 ｢怪奇絵のなかの青春 竹中英太郎推論｣

『思想の科学』 1974年no.30)｡ 城島舟禮と小山勝清との関係は

不明だが､ 竹中英太郎と小山との関係はこのように深いも

のであり､ 小山が 『月刊撫順』 に連載をするにあたって､

挿絵画家として竹中英太郎を指名した可能性が高いように

も思われる｡ そうすれば､ この挿絵を描くことになる昭和
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６年末が城島舟禮と竹中英太郎との接点ということになる

のかもしれない｡ 城島舟禮は明治26年福岡県山門郡瀬高町

の生まれで､ 熊本中学に入学した竹中英太郎との両者がど

こかで ｢故郷の人脈｣ (大村茂)､ ｢地縁｣ (西原和海) といっ

たつながりを持っていたという線も考えられるが､ あとに

見るように､ 英太郎の ｢滿洲へ行きたがる｣ では舟禮と初

対面と記したこともあり､ このあたりはまだまだ検討を要

するであろう｡

つぎに竹中英太郎と 『月刊満洲』 との関係を目にするの

は､ 昭和８年６月号の ｢琥珀温泉閣と新文化協會成立案

中｣ である｡ この間の事情については英太郎自身が ｢満洲

に行きたがる｣ で次のように述べている｡

炭都撫順｡ ――かつて十九歳の感傷の日を筑豊炭田の

地下に殉情の思ひ出を持つ私は (あまりにも炭都らしか

らぬ美しい撫順の町であったが) 去り難い気持ちのまゝ

に旬余を氏の宅に過ごしたのであった｡

後日｡ 月刊満洲東京支社の設置によって､ 氏との親交

が愈々深く結ばれるに到つたのも､ この撫順の繁栄策と

いふ琥珀温泉閣設計案の応募に起因する｡

この､ 琥珀温泉閣設計案の募集の記事は､ 『月刊撫順』

昭和７年12月号に､ ｢撫順名所・琥珀温泉閣の設計を募る｣

としてその応募予告記事がでており､ 炭礦の町撫順に滞在

している間に筑豊炭田に思いを寄せながら英太郎がそれに

応募したというわけである｡ ｢設計案｣ の上編は､ おそら

く前号または前々号あたりに掲載されているとおもわれる

が､ いまはまだ見ることができないでいる｡ そして英太郎

の満洲旅行はというと､ この前の部分に次のような記述が

ある｡

けれども私は､ 単なる感銘から､ 直ちに行為を見出す

ことは出来なかった｡ 明確なる理論的把握なくしては行

動を考へ得なかった｡ 生涯をたゞ率直に､ 真摯に､ 行動

人として終りたい念願に生きてゐた私に､ 挿絵家生活六

年､ 今や理論をのみ先行させたがるプチブルインテリの

根性が､ いつのまにか深く喰ひこんでゐたのだ!!

内心の激しい焦慮を私は切々と感じた｡

× × ×

私の城島舟禮氏との関係は､ 漠然と一つの転機を求め

る私の､ いはゞ息抜きの満洲旅行に始まる｡

知人の紹介でいまの満洲国参議筑紫熊七中将から稲垣

参謀と駒井閣下に紹介状を貰ふことが出来たのであるが､

建国怱々の激務にある両氏を煩はすのを恐れて､ (中略)

私は､ 予定のない旅行にコース万端の指示をうくるべく

先づ城島舟禮氏を訪ねたのであった｡

竹中英太郎が､ ｢息抜きの満洲旅行｣ に出るまでの煩悶

する姿を記しているので少し長い引用となった｡ 筑紫が満

洲国の参議になるのは大同元 (1932) 年８月で､ 後述の舟

禮 ｢編輯後記｣ (城島舟禮 ｢身邊雜記｣ 昭和８年８月) でも ｢先

年画伯渡満の際｣ とあるので､ この英太郎の満洲旅行は､

昭和7年後半とみて間違いはないであろう｡

竹中英太郎と城島舟禮とは､ ｢初対面｣ でしかも ｢お義

理みたいな絵を､ 二､ 三度寄稿しただけの関係｣ (｢満洲へ

行きたがる｣) であった｡ この ｢お義理みたいな絵｣ とい

いうのは､ 昭和７年１月号から連載の小山清勝 ｢十二の指

輪｣ の挿絵とみてまちがいがないだろう｡ そうしてみると､

初対面の竹中英太郎が､ この挿絵寄稿の縁により満洲旅行

のコースを相談するために撫順の城島舟禮を訪ね､ 十日あ

まり滞在したことになる｡ そして炭礦の町撫順を､ 郷里の

筑豊と思い比べ､ 『月刊撫順』 が ｢撫順名所・琥珀温泉閣

の設計｣ を募っているのを､ 舟禮から聞かされて応募をし

て同誌に掲載されたという次第であろう｡ そして舟禮との

交友により英太郎の ｢満洲への憧憬は次第に熱度を加え｣､

『月刊満洲』 の東京支社が設置されることにより､ 両者の

親交が愈々深く結ばれていくことになったのである (｢満洲

へ行きたがる｣)｡

少し先走りをしてしまったが､ こうしてはじまった舟禮

と英太郎との関わり､ 具体的にいうと､ ｢先年画伯渡満の

際､ 友人の紹介で私の家に十日あまり滞在した｡ たゞそれ

丈けの間柄｣ であったが､ その後お互いにすっかり信頼し

あうこととなり､ 昭和８年８月号から､ ｢組付け､ 挿畫､

校正一切を畫伯に任かし､ 畫伯も亦私を信じて､ 年二萬圓

からの印刷代の保證をした上で､ 忙しい思ひをして前記の

仕事を快く引受けてくれた｣ (城島舟禮 ｢身邊雜記｣ 昭和８年８

月) という次第になるのである｡ 舟禮は､ この号の出来栄

えを中央の雑誌にもまけないものだと自負し､ それは竹中

を信じた賜物であるとも述べている｡ 具体的には､ この号

から印刷所を東京小石川区久堅町一〇八番地の共同印刷株

式会社に移し､ ９月号の奥付には､ 印刷人として竹中英太

郎の名前があがり､ 印刷所は一葉社印刷 (東京市牛込区新小

川町一ノ二) へ変更となる｡ こうした事態にともない､ これ

まで発行所地元の撫順の読者 (2000読者とある) には20銭で

頒けてきたが､ 経費もかさむことから他所並の30銭に値上

げをしたいとも述べている｡

昭和８年になり 『月刊撫順』 は 『月刊満洲』 と誌名を変

更したのだが､ それはおそらくこの内地進出と関係がある

ことだろう｡ この内地進出､ 具体的には印刷所を日本に移

して日本での販路を広めるために､ 一地方都市である撫順

の名を冠した雑誌から満洲の雑誌へと脱皮をはかろうとし

たのであろう｡ そしてそれが､ 竹中英太郎の渡満と時期を

一にしているのである｡ それは偶然ではなかろうと思う｡

竹中英太郎との出会いが､ 舟禮をして､ 内地進出へと踏み

切らせたのだと推察してよいのではないか｡

実はこの内地進出に関しては､ 大阪毎日新聞社嘱託であっ

た上田恭輔 (著書に 『支那骨董と美術工藝圖説』 大阪屋號書店 1933

など) からその困難さを諭されている｡ 上田は､ 満洲での

雑誌が独断的なものが多い中で､ 万人向けの上手な編輯振

りを発揮しているのは 『月刊満洲』 だけである､ と誉めあ

げた上で､ 『月刊満洲』 はただ満洲の読者を擁するに満足

せず母国の読書間にも手を伸ばそうとするが､ ｢コイツは
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一つ考えものである｣ と忠言をしているのである｡ その理

由は､ 日本ではすでに活字に飽きてしまっており､ 日本の

都会の読者は､ 植民地満洲の雑誌などタダで貰ったとして

も通読する人などは稀である､ というものであった｡ そし

て､ もしも日本に販路を広めようと考えるなら､ これまで

の編輯方針を一変させるか､ 内地読者向け満洲読者向けの

二様別種の雑誌を刊行すべきであると提言しているのであ

る (上田恭輔 ｢月刊満洲の編輯振に就て｣ 昭和８年７月)｡ この内

地読者と満洲読者との二様別種の雑誌刊行の提言がここで

上田によりなされていることも注目しておきたいところだ

が､ それはともかく舟禮の決意は固かった｡

舟禮の言い分はこうである｡ 原価23銭強の雑誌を30銭で

販売している現状を勘案すれば､ 現在の編集方針を踏襲し

て在満日本人を相手にしていても限界があること､ いずれ

つぶれる運命にあるなら守ってつぶれるより攻めてつぶれ

るほうが景気もいい､ というものであった (城島生 ｢編輯後

記｣ 昭和８年７月)｡ こうして､ 大連の小林又七支店印刷部

から東京の共同印刷へと印刷工場変更を敢行する (８月号

から奥付の印刷所が変わる)｡ つまり同号からその編輯を竹中

英太郎に依頼して日本で印刷し､ 日本での配本をすでに考

えていてそれを実現させたのである｡ そのことは､ ｢七月

二十五日には東京の書店に出せると力んでいた竹中画伯を

失望｣ させたとみえることからも (城島生 ｢編輯後記｣ 昭和８

年８月)､ またおなじ ｢後記｣ に､ 竹中生の ｢日満出版ブロッ

クのスタートだ｣ ｢組付体裁の効果が私の受持つ全責任で

ある｣ との言をみても (竹中生 ｢編輯後記｣ 昭和８年８月)､ こ

うした編輯体制は既定の方針であったのだろう｡

このように編輯体制を再編した 『月刊満洲』 であるが､

その売れ行きはよかったようである｡ 昭和８年の満洲での

店売りは､ 大連の大阪屋號書店へは50部宛送本して7割の

売れ行き､ 新京・奉天では９割の売れ行きという｡ また撫

順の駅売店ではほぼ100％の売れ行きであった｡ そして､

竹中英太郎の表紙によりいっそうの効果が得られるであろ

うと期待もされているのである (高尾記 ｢社中風景｣ 昭和８年

８月)｡

この竹中英太郎の表紙であるが､ 今回の訪書で確認でき

たのは､ 『月刊満洲』 昭和８年８月号からで､ ８月・９月・

10月・12月､ 昭和９年２月・３月・４月・５月である (別

掲カラー図版参照｡ 遼寧省図書館所蔵本より)｡ 昭和７年

に英太郎と出会った舟禮であるが､ その後の二人の急速な

接近ぶりがうかがわれるのだが､ 内地進出､ 日本での編輯・

印刷体制へと向かっていく｡ こうしたふたりの協力体制や

信頼関係のあるひとつの結晶が竹中英太郎の表紙絵の提供

であったと言ってよいであろう｡

ところで少し時期が前後するが､ 昭和７年暮れの竹中英

太郎満洲滞在中に印象を持った撫順について､ 今後の文化

的な発展を記した ｢琥珀温泉閣と満洲文化協会設立案｣

(昭和８年６月) を見ておく｡ 確認できたのは〈中〉だけ

で〈上〉〈下〉が未見であるが､ おそらく撫順における文

化環境や娯楽施設の整備についての構想を､ 竹中は思いつ

くままにメモにしたものであったろう｡〈中〉についての

その概要は次のようなものであった｡

撫順小劇場の屋上 天上極楽境

・琥珀飯店…本格的な支那料理店｡ 俳優を呼んで胡弓や歌

妓の調べに酔うことができる｡ ただ俳優自らが酌をするな

どの交わりはけっしておこなわず､ ｢俳優古来の格式をもっ

て､ その香気高きところ｣ をしめすべきで技芸至上でいく｡

・日本料理 ｢琥珀｣ …撫順の有名店が交代で経営する｡

三階 琥珀ダンス・ホール…ジャズの音に心を浮き立たせ､

社交場としての品格を保つ｡

中二階 満洲国新文化協会の事務室…月刊満洲社のほか､

撫順の諸団体への貸事務所である｡

一階 撫順小劇場…斬新な建築で､ 周囲の回廊は小展示場｡

巡業団が公演をおこなう｡ また美しい満洲国の少女による

附属舞踊劇団を持つが､ 本来の任務は軍隊慰問､ 災害地慰

問､ 教化巡業である｡ また満洲国新文化協会厳選の映画も

上映する｡ さらに支那芝居､ 歌舞音曲も｡

一階 琥珀苑…子供の楽園 娯楽運動施設で冬に遊園地が

閉鎖されることなどを考え､ ｢ワンワンの家｣ でお伽のサ

ンタクロースなどの催し物により客を招き入れる｡ ほかに

あらゆる近代科学器具やプールを備えたスポーツランド､

また撫順炭礦から出た奇岩奇石や奇花珍草などの ｢満洲植

物園｣､ さらには実弾射撃練習場､ 競犬場､ 満蒙の珍しい

文物を備えた博物館のある喇嘛塔もある｡ 喇嘛塔地下室は

｢妖香烟る一室｣ で珍像が飾られている｡ さらに簡便で明

るい琥珀食堂も設置する｡

以上のようなものであった｡ 竹中の資質でもあろうが､

珍奇なもの妖艶なものといった文化環境を持たせ､ また異

国情緒を漂わせる内容となっている｡ 竹中が日本からのい

わば旅行者でもあり､ 炭礦の町撫順という都市の性格もあっ

てか､ この満洲に対して竹中が鮮烈な印象をもち､ さまざ

まな考えを巡らしたことがこうした ｢設立案｣ から読み取

ることができようか｡

この ｢設立案｣ の記事の他にも､ 竹中がこの満洲旅行の

間に気になった満鉄社員婦人の駅頭見送り風景についての

意見表明もあるので､ あわせてそれも紹介しておく (竹中

英太郎 ｢異色満鉄婦人風景｣ 昭和８年11月)｡

満鉄社員婦人は､ 生活上では定収入の上に安全も保証さ

れており､ こうしたことが駅頭の見送りに反映し､ 婦人は

いずれも赤青黄の紋付で着飾り､ 物々しい風情である｡ そ

の趣味も竹中に言わせると大層悪く､ 個性のない大げさな

柄や色であるという｡ こうした竹中の二ヶ月余りの満洲旅

行で､ 多くはホテル住まいであったが､ ４､ ５の家庭をの

ぞいた印象では､ 家庭はみな和やかでのんびりしたもので

あったと述べる｡ 城島の家にも十日ばかり滞在したわけで､

その竹中滞在の様子を城島は述べているが､ いずれにして

も反骨漢竹中にしてみると､ 見送りという場面に集ういわ

ば特権満鉄の婦人たちの紋付すそ模様がいかにも嘘らしく

虚栄に映って我慢ができなかったのであろう｡

さて昭和８年６月号の ｢編輯後記｣ では､ この号が発行

となる前に､ 竹中英太郎画伯作 ｢満洲美人絵葉書｣ (豪華版
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七度刷り) が発売されると告知がでる｡ ｢満洲絵葉書界の王

座を占むる逸品｣ とあるが､ 舟禮の竹中英太郎への思い入

れがよく知れるところである (城島生 ｢編輯後記｣)｡ この絵

葉書の印刷については､ 竹中の思うような仕上がりになら

ず､ 竹中は五度刷りから六度七度と刷りを増やして ｢一体

何十色使やいいんだ｣ と業をにやしたという (｢支社便り｣

昭和８年８月号)｡ またこの時期､ 竹中考案の ｢日満出版ブ

ロックを象どった本社マークが到着した｣ ともあり (高尾

生 ｢社中風景｣ 昭和８年８月号)､ 竹中の月刊満洲社への関与

も深くなっていく｡ この ｢満洲美人絵葉書｣ の広告が昭和

８年９月号に載るが､ ｢艶麗七度刷 四枚一組 価二〇銭｣

とある｡ 表紙絵を画く少し前に､ こうした絵葉書を作成し

て販売をしていたわけである｡

この東京に印刷所を持って来た時期のことであろうが､

舟禮は昭和８ (1933) 年９月17日から約20日間東京に出張

をしている｡ 東京支社で組版の仕事をしてくれている竹中

英太郎とも会って中野西町の竹中宅に11泊､ 軍人の甥宅に

2泊､ そして山王ホテルにも宿泊している｡ 竹中宅ではこ

の時4歳になる愛息がいたずら盛りで､ 座布団を切ったり

鉢の木を抜いたりと腕白で､ また ｢どうかと思うね｣ と当

時の流行語を適切に使ったりしたませた子であったと記し

ている (城島 ｢東京行雑記｣ 1933年11月号)｡

この印刷所の東京移動は結局２ヶ月ばかりのことで､ ま

た大連に印刷所をもどしている｡ 昭和９年２月号の城島

｢編輯後記｣ に､ 竹中の骨折りでここ数ヶ月のうちに見違

えるほどの体裁を調えてきた本誌編輯も､ ｢余儀ない事情

の爲め引続き画伯に托することが出来なくなり｣ 印刷所を

大連に移して割付など城島があたることになった､ とある｡

印刷もこれまでの小林又七支店とは印刷代の点で折り合い

がつかず､ 東亜印刷大連支社でやることになったのだとい

う｡ ただ昭和9年からは東京支社を持ち､ 内地進出の方向

性については持続させるかたちとなっていた｡

わたしがみることのできたなかでつぎに竹中英太郎が

『月刊満洲』 に登場するのは､ 昭和12年８月号 (第10巻７号)､

東京事務所の担当としての竹中英太郎である｡ 昭和12年７

月29日の日付をもつ竹中英太郎 ｢東京事務所雑信｣ (竹中英

太郎 ｢東京事務所雑信－満洲はイヤがられてる？｣ 昭和12年８月号)

には､ この 『月刊満洲』 の ｢日本版｣ 創刊号について､ ポ

スターもつくり新聞広告も出して宣伝にもつとめた結果､

丸ビル内書店でも即日５冊販売といった情報もはいり､ 東

京事務所には直接の申込みや前金の申込みが毎日数十通舞

い込んで来たとある｡ 新聞広告は､ 東日・東朝・大毎・北

海タイムス・新愛知・河北・福日などにも出している｡ 実

はこの記事の前半には､ ｢Ａ満洲行青年記者 Ｂ童画をよ

くする人｣ の求人広告を出したがその応募状況が悪く､ 満

洲行きが嫌がられていると竹中自身はくさっていたところ

であったと記している｡

この８月号では､ ｢日本版｣ ｢満洲版｣ と目次に出ており､

これが ｢日本版｣ 創刊ということになろうか｡ ただこの方

式もすぐに中止して､ 昭和12年10月號からは､ 日本版をや

めて内地売りも現地売りも同一内容のものに改めることと

した｡ 日本版刊行と､ 鳴り物入りで刊行した 『月刊満洲』

であったが､ ｢日本版｣ ｢満洲版｣ といった紙面構成はもと

にもどったということになる｡

そして印刷についても､ 結局は舟禮自身が東京で校正に

あたることとなってしまい､ 滞在予定も延びてしまうこと

からこの東京での印刷も２回きりで中止し､ 再び満洲での

印刷にもどった｡ 舟禮は強気に､ 東京印刷を満洲にかえた

だけ､ と述べるがこれは大きな誤算であった｡ そして昭和

12年12月号の奥付からは､ 月刊満洲社の編輯部が新京崇智

胡同601に移ったことも知れる｡ この時期はちょうど満洲

国の文化運動もその兆しを見せ始めた時期であり､ 東京進

出の失敗を機に､ ついに 『月刊満洲』 は､ 創刊の地撫順を

出て国都新京に社を移したということになる｡

この ｢日本版｣ 刊行および印刷所の東京からの撤退以降､

竹中英太郎は 『月刊満洲』 には登場しない｡ 西原和海は､

雑誌編輯の方針をめぐって対立が生じたのかもしれないと

推測されるが (前掲 ｢竹中英太郎と満洲体験｣)､ おそらくその

通りであろう｡ 舟禮の ｢身辺雑記｣ でも､ 当初舟禮は､

｢日本版｣ 発刊を機に編輯 (組附け) も印刷も東京で行な

い､ 自身は満洲に居住して送稿すれば雑誌が出来上がる段

取りであったのだが､ 結局舟禮自身が東京において編輯校

正につききりになってしまったと述べているが (城島 ｢身辺

雑記｣ 昭和12年10月)､ その筆致からうかがえば､ 編輯方針と

まではいかなくても､ この作業現場での誤算が舟禮にとっ

て竹中英太郎との決別につながったということも十分考え

られる｡

康徳６ (1939) 年２月の ｢身辺雑記｣ で舟禮は､ 医者に

勧められて撫順名所琥珀泉に保養したが囲碁将棋などでき

るわけでもなくこの撫順での十日間は暇つぶしに困ったと

書いている｡ ｢琥珀温泉閣と満洲文化協会設立案｣ との竹

中英太郎構想が脳裏をよぎらなくもなかったと思われるが

一言の言及もない｡ 思い浮かべてもすぐさまそれを打ち消

したのではないかとも推察できる｡

今回の遼寧省図書館での訪書で得られた材料をもとにし

た報告は以上である｡ なお､ 『コドモ満洲』 と竹中英太郎

との関係については､ 前掲大村茂 ｢月刊満洲社と竹中英太

郎｣ に記述されている以上の材料をいまは持たない｡
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私は決して画家を志望してもゐなかつたし､ 絵を勉強し

やうとも考えてゐなかつた｡ 金持と絵描きには､ ついぞ一

ぺんもならうとは思はなかつた｡

貧乏も貧乏､ 三度の食事すら食へぬ事の多かつた私は､

十九歳までの間に数へれば十指に余る職業の経歴を持つが､

理想は､ 初め大政治家であつた｡ それが､ 先づ地道に弁護

士にならうと考へ警察の給仕から県の雇員へ､ 孜々として

目的の貫徹に努めてゐたのだが､ 内部に入つてみると巡査

の人格に愛想をつかし､ 警察を通じてみる弁護士の内面に

愛想をつかし､ 結局､ 当時熾烈であつた労働組合運動の影

響をうけてか､ 或は労資協調のお題目労働神聖の言葉に感

じてか､ 一労働者としての敬虔なスタートを切らうと決心

した｡ それから熱烈な社会改革者を志し､ やがて文学的な

懐疑思想から先づ勉学を､ と考へるに立到つた｡ そして､

それから……｡

× × ×

上京第一年を､ 私は毎月姉から三十円の仕送りをうけて

本郷の外語学校へ通つてゐた｡ むろん､ 物価高な震災直後

の東京ではそれは三畳一間の一ヶ月分の下宿代にやつとで

あつたし､ 私は他に学資やその他を稼がねばならなかつた｡

それよりも､ 第一私は一日も早くその姉の仕送りから独立

しなければならなかつた｡

私の語学習得の目的は経済学の勉強にあつた｡ 姉の私へ

の仕送りは 『竹中家』 の再興といふ目的にあった｡

十六を頭に､ 二歳の乳呑児である私に至る七人の子供を

遺して父に先立たれた母や兄姉の､ それからの辛惨といふ

ものは到底お話にならない｡ だから､ 貧乏を恥としなけれ

ばならない時代に､ どん底の境遇に在つて､ たつた一つ母

や兄姉の誇りとするものは過去への哀れな追憶であつた｡

遠く祖先が竹中半兵衛重春であるといふことや､ 福岡の藩

主黒田家にとつては恩人であり､ 代々客分として迎へられ

てゐたことや､ 今を時めく枢密顧問官金子堅太郎伯がその

昔､ 私達の祖父の草履持であつたといふことや――｡

せめて最後の一人 (私は末ッ子であつたけれども……)

として一途な念願を私に持つ姉の気持が､ 身に沁みてわか

る丈に私は姉の仕送りを受けてゐられなかつた｡

兇悪な社会主義者から､ 改心して勉学の道に勤んでゐる

とはいへ､ 私はこの世の最高の正義と信ずるものに破れ途

を失つた暗中模索の人間ではないか｡ よしんば私が至上の

正義といふものを発見し得たとしても､ 恐らくそれは姉の

求めるその反対のものではないか！ しかも今猶私は､ 行

動人としての生涯を――一切を体験の中から､ 凡ゆる実生

活の波にもまれ､ 凡ゆる人生を経験することによつて､ 正

しい自分を発見しよう――と念じ､ それを全生活態度とし

てゐる人間ではないか｡

その私が､ 遠くアメリカ三界で動物的賎視の中に働いて

ゐる (帰国した時の姉のあの男のやうに節くれた手を今で

も私は思ひ出す！) 姉の金をどうして受とられやう！

私は一刻も早く､ 自分で稼ぐ道を考へなければならなか

つた｡ それが､ 私の挿絵画家へのスタートである｡

× × ×

それまでの私の絵についての経験は､

幼少の頃､ 活動常設館の絵看板でみた石川五右衛門釜入

の図や猿飛佐助忍術の巻などを描いて喜んでゐた記憶と､

後に同志の保釈出獄費を得るために初めて油絵具といふも

のを使って三十枚ばかりの模写をしたことがあるだけであ

つた｡

そこで私は､ 小学生の頃作文が上手で､ 同人雑誌風のも

のを発行してゐた記憶や､ 十五六の時､ 少女の友の長編冒

険小説に応募して幸運にも次席に入つた記憶などを呼び起

して､ 図々しくも､ 当時今ほどすたれてゐなかつた挿絵小

説なるものをものする事を考へついた｡ 間もなく廃刊にな
・・

つた協調会発行の 『人と人』 と､ 今は数十万の大雑誌とな

つた産業組合発行の 『家の光』 とがそれを買上げてくれた｡

もちろん､ この二つの僅かな収入は私をして喰ひ且つ学

ばしむるには足りなかつた｡ が､ 私は勇躍して姉からの仕

送りを断つた｡ 改心の証拠のやうに安心して､ 私の拒絶を
・・

寧ろ恐れてゐた姉への､ 兎に角名目だけは出来たのだ｡ 私

にとつてはむしろ背水の陣を布いた方が気持の上では､ 遥

かに楽でもあつた｡

× × ×

『あなたの絵はひどく妖気に充ちてゐる｡』

当時プラトン社の雑誌 『苦楽』 の編輯者であつた西口紫

瞑氏が私の描いた数枚の挿絵見本を見ながらさう言つた｡

うまい事を言つたもんだ｡ 適切極まる批評である｡ 今でも

時折思ひ出しては微笑を禁じ得ない｡

自分では一所懸命に､ 美男や美女を目も彩に描いたつも

りだが何しろ持つて生まれた些かの画才を捏ね上げでつち
・・・
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上げて描いた絵だ｡ 顔といひ､ 全身といひ､ それはまさに

人間の形ではなくて､ 人間のお化であつたに違いない｡ 妖

気は充分にあり過ぎたに違ひない｡

だが､ 何が幸運になるかわからないもので､ 当時娯楽読

物界に漸く頭角を現はし始めた探偵小説､ その妖気と私の

絵の妖気とどうか､ といふ西口氏の思ひきつた好意から最

初に貰ふ事の出来た原稿は大下宇陀皃氏の 『盲地獄』 であ

つた｡

これが私の最初の大雑誌との関係である｡

だが､ 原稿を受取つて困つた｡ 探偵小説といふものは普

通の小説と異つて見せ場が描けない｡ つまり探偵小説のヤ
・・・

マはその種明しにある｡ 極端な例をあげれば､ 物語中の犯

人が犯罪者を二人と見せかける為に､ 手にも下駄を穿いて

歩き廻る話がある｡ それをある画家がそのまゝに挿絵にし

て了つた｡ つまり読者には､ 初めから種がわかつて了ふの

だ｡ といつた具合でとにかく探偵小説の挿絵は難しい｡

そこで私は全然写実風を避け､ 異様な人物に奇怪な小道

具を配し､ 書面全体からうける妖気な煽情的な効果を覘つ

てどうにか第一作をものした｡

私の絵は案外な好評であつた｡ そこで次々に原稿の依頼

をうけた｡

私は嬉しかつた｡ 絵についての好評もさることながら､

尠くてすまないがと言つて渡される稿料の額がより私を喜

ばした｡

加ふるに意外な幸運が､ 続けて私を訪れた｡ 『苦楽のお

抱へ画家にならんか､ 月給は社の状態がよくないので百円

か百五十円位しか出せないが……』 といふ西口氏からの話

である｡ 思ひもかけぬ話であつた｡ 内心私は狂喜した｡ 二

十一歳や二で百円の月給なら誰だつて喜ぶに違ひないが､

この突如として訪れた幸運に眩惑された私の心に､ 人知れ

ず湧然として湧き起こつたものがあつた｡

苦楽の絵の好評によつて依頼された大衆文学全集の挿絵

九枚六十三円といふ生まれて初めての莫大な収入を抱くと
・・

直ぐ､ 私は宙を飛んで熊本まで飛び帰つた｡

× × ×

母―

四十六歳の寡婦と二歳の乳呑児 (私は珍らしい年寄児で

あつた) いぢけて､ 泣き虫で､ 聞かん坊で､ おまけに虚弱

な私のために母はどの位その苦労を倍加させられたか知れ

ない｡ しかも､ 周囲からの注言を気狂のやうに拒否して私

を手放さうとしなかった母！今もわびしく義兄の下に厄介

者の生活にある老母｡

百円あれば何でも出来る｡ 私はそこで､ 同じやうに不幸

な原因から私生児とゝもに義兄の家に在る姉と､ 義兄の長

い温情に酬ゆる意味で姪の一人と､ 都合四人を東京に引取

ることを申出でた｡

秋までに上京の用意万端整へて――といふことになつて､

今や改心して勉学の途にあつた吾児の､ この急速な成功に､
・・ ・・

たゞもう泣くばかりの母の顔をじつと胸に抱きながら､ 私

は勝ち誇つたやうな気持で東京へ引返した｡ ところが……｡

驚いた｡ 呆然とした｡ 呆れた｡ 言葉も出なかつた｡

プラトン社が潰れかけてゐるのだ｡ 苦楽が廃刊されたの

だ｡

× × ×

思ひ出しても抉られるやうな気持であつた――｡

偏愛の母親とひねくれた末ッ子が共に歩いて来た苦難の

道であつた｡ 綴ればまことに一篇の長編小説ともなる私達

一家の哀史である｡ 何時果てるともない困苦の日毎､ 盲目

で半狂人の姉､ 兄達の自棄的な放蕩､ まるで企まれたかの

やうにさへ見える姉達の不幸､ 呪はれてゞもあるかのやう

な惨苦の連続であった｡ 誰にもわからない｡ たゞ私と母が

知るだけの気持！ いく度この母子は抱き合つて死を想つ

たことか｡ どん底生活の中の血の滲むやうな思ひ出の数々―

それあればこそ､ 嘗て､ その最愛の頼みと思ふ末ッ子にさ

へ､ 国賊として背き去られた母が､

『署長さんが､ おまへは国賊になつたといはれた｡ 頼む

から世界主義 (母は社会主義のことをさう言った) は止め

てくれ｡』

と､ 泣いての哀願をすら､ 私は歯を喰ひしばつて血気､ 大

義親を滅す､ と更に同志の誓ひを堅くしたのではなかつた

か！

私は途方にくれた｡

あんなにも母を喜ばしておいて……｡

だが､ 私がもしもその時そんな窮地に陥いてゐなかつた

としたら､ 或は後に母へ與へた満足の百分の一も､ 果し得

なかつたかも知れない｡

顧みれば､ 天運のやうにも思へることである｡

× × ×

さる人の紹介で白井喬二氏に紹介してもらつて更に私は

博文館への紹介状を貰った｡

横溝正史――私にとつては生涯の恩人として銘記すべき

人である｡ 当時 『新青年』 の編集者であつた横溝氏は数枚

の挿絵見本と苦楽に描いた絵とを眺めてから､ 私を暫く応

接室に待たせた｡ やゝあつて引返してきた氏の手には部厚

な原稿入りの封筒があつた｡ 氏は無雑作な口調で､

『新青年は雑誌が異ふから､ 苦楽のやうな絵では困りま

すが……何とか描つてみて下さい｡』 といふ話である｡

挿絵家志願者のために一言しておくが､ 編集者は決して

挿絵見本で絵を頼むものではない｡ 絵描きは自分の最も得

意のものを描いて見本にするのであるから､ いざ原稿を渡
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してみると結局はものにならんからである｡ 初対面でいき

なり原稿を渡されるなんて全くあり得ない事である｡

私は全く救はれたやうな気持だつた｡

しかもその原稿が､ 新青年にとつては呼物中の呼物､ 江

戸川乱歩久方振りの再起作あの有名な 『陰獣』 であつたと

は――｡ 私は迂闊にも後でそれを知つて､ 横溝氏の冒険と

も言へる大きな好意に､ 心から泣いた｡

陰獣の聲価に幸ひされて､ 私の絵も好評であつた｡

しかも､ 間もなく文芸倶楽部に転じた横溝氏は､ 大胆に

も､ 夏季増刊号の挿絵の殆んど半ばを私に描かしてくれた｡

この事は私をして､ どうやら通俗的な現代物も描けるし､
・・・・

時代ものも描けるし､ それにも増して広告文字がうまい､

といふやうなことになつて､ 著しく仕事の分野を膨大させ

ることになつた｡

おまけに､ 当時の博文館編輯長森下雨村氏から新青年・

文藝・講談の三誌を月給に､ 少年・少女世界を随時に――

といふ私にとつては全く願つてもない話があつた｡

斯界に多くの新人を送り出す事に多大の功績を遺した森

下雨村氏の温情によつて､ 僅かづゝの月賦返済を条件に二

百円の前借も許されたし､ 博文館に近く本郷に新居を定め

てもらふことも出来た｡

今や私は完全に救はれた｡

母や姉達に､ 些かの心配も失望もさせることなく､ 約束

の秋を待たずして私は皆を東京に迎へることが出来るのだ！

× × ×

おまけにおまけの付くやうな話であるが､ 引越の準備に

忙殺されてゐる私を､ 下宿に突然訪れた人があつた｡ 国民

新聞社学芸部といふ肩書である｡

意外にも夕刊連載の時代小説の挿絵を描いて欲しいとい

ふのである｡

なにしろ経歴に於て半歳余､ 髷物に至つては僅々二､ 三

ヶ月の経験である｡ 依然として今猶私の絵は妖気満々たる

ものである｡ だが私は大胆にもそれを引うけた｡

そして､ 瀬戸英一作 『白龍殺人』 の第一回の挿絵､ 龍を

背景に美人の立姿は､ ちやうど､ 上京した母達が本郷の新

居に旅装を解いた､ その日の夕方配達された｡

× × ×

かくて､ 森下､ 横溝両氏のなみならぬ厚意による私の挿

画家生活は､ あくまでも幸運に好調にスタートしたのであ

つた｡

絵は方々で好評であつた｡

方々の雑誌社からの依頼が殺到し初めた｡

全く､ それからの私は､ とん � �拍子とでもいふか､ 我

ながら空恐ろしいやうな､ 幸運の連鎖であつた｡

観念的な唯物論者であり､ 従つて無神論者であり､ 科学

主義者であつた私が､ まことに何かしら天運といふやうな

ものを､ 自分の運命への強力さを､ 考へずにはゐられない

やうな､ 調子のよさであつた｡

大抵の挿画家が氏の推奨によつて世に出てゐるとまで言

はれる三上於兎吉氏が､ 読売新聞紙上に私の絵を絶賛して

くれた｡ だけでなく､ 同紙に執筆する現代小説 『情火』 の

ために私を挿画家として選んでくれた｡

そして､ その予告が未だ発表されないうちに私は東京朝

日新聞社から､ 近く掲載する甲賀三郎氏の 『幽霊犯人』 に

是非とも挿絵を描いて貰ひたいとの相談をうけた｡

今や挿画家としての私は旭日昇天の勢であつた｡ 帝都の

二大新聞､ 東朝か東日に執筆するといふことは､ 挿絵画家

にとつては最高の名誉であり､ その地位を確然と裏書する

ものであつた｡

果せるかな､ 私の妖気な画に対して躊躇を続けてゐた保

守的な講談社さへもが､ 私の朝日新聞の絵を見るや忽ち依

頼にやつて来た｡

模倣者が現はれた｡

岩田専太郎すらもが模倣してゐる､ といふやうな事を方々

で聞かされた｡ その岩田専太郎は､ 今もさうであるやうに

時代､ 現代物を通じて第一人者で､ 十年の経歴を有する大

先輩でありながら駆け出しの私を先方から訪れた｡ (彼の

かうした人格的のよさがやがて二人を結ばせる事になつた

のであるが) そして､ 当時漸く美術に於ける一分野を獲得

しつゝあつた挿絵についての権威ある団体として､ 木村荘

八・河野通勢・田中良・田中比左良・林唯一､ それに岩田

専太郎の代表的一流を網羅するグループ 『黒白』 のメムバー

として入ることを慫慂した――｡

それは､ 忽ち雲霧消散してはゐたが､ 私の収入は､ 母が

誇らしく吹聴するやうに県知事さんよりも多かつた｡ フア

ンからの来信や､ お百度を踏む雑誌記者や､ 郷里の新聞の

動静報告や――若冠二十三歳､ 経歴に於て一年半､ 瞬く間

に画伯になり､ 先生となつた私の立身に対して､ 母や兄姉

達の喜びは例へやうもなかつた｡

だが､ 私はかうした自慢話にも似た過去談をいい加減に

止めなければならぬ｡ さうした好調の波に乗つた私が､ 私

の本意内心如何に考へ､ また私自身の人間は､ 如何になり
・・

つゝあつたかを語らうとしてゐるのだ｡

× × ×

余りにも幸運な運命の展開や､

母達の歓喜に眩惑されてゐたか

のやうな私の心に漸く､ 白々と

蘇つてくる感情があつた｡ 夜半

の静寂にひとり孜々として絵筆

を運ぶ時折､ 慄然として襲ふも

のがあつた｡

これでいゝのか？――

自らへの反問であつた｡ こん

な事で､ 自分は満足してゐてよ

いのか？一日十数時間､ ただ頼

まれるまゝ絵を描いて､ それで

日を忘れてゐてよいといふのか？

こんなことで､ 私は自分の生

涯に満足して死ねるか――｡

しかも､

私は今や､ 芸術家の特権でも

あるかの如き放恣な生活に怠惰
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な感情に､ 馴れやうとしてさへゐる｡ 無意味な生活の贅沢

さをさへ習慣づけられやうとしてゐる｡ 嘗て牛込から本郷

まで毎日語学校に歩いて通つた私は､ 円タク以外に乗り物

を知らないかのやうにさへなつてゐるではないか！

生活の甘さに､ 勉学の心も､ 峻厳な自己批判の心も､ 忘

れやうとしてゐる｡ 無批判な生活が私の心を蝕まうとして

ゐる｡

冷やかな内省が夢魔の如くに襲ひかゝつてくるのであつ

た｡

× × ×

三日に一度は飯の食へなかつた貧民窟の子が､ 小学校を

出ると新聞配達・町工場の徒弟・警察の給仕・県の雇員・

転じて自動車やの子僧・炭礦夫・薬屋の番頭・等々､ それ

から苦学生になり挿絵画家となつた｡ これを思想的な変遷

に書き換へると､ 大政治家の夢想から弁護士志願へ､ 転じ

て一労働者としての敬虔なスタートへ､ 狂熱的な革命運動

へ､ それから文学的な懐疑思想､ 無我夢中の学究熱――そ

して､

ともかく､ 挿絵画家としての一地位を勝ち得た私は､ 顧

みれば感情的に､ まさに一個のインテリ・ルムペンではな

かつたか！

× × ×

私が挿絵画家としての成功の原因は第一に探偵小説の隆

盛にある｡ ならば､ 来る可きものへの用意が私になければ

その衰微と運命をともにしなければならぬだらう｡

私の絵は本格的画家の間にも好評であつた｡ 本格的美術

なるものを近代資本家の発生に附属する幇間的所産とみる

私の先入主は純粋美術なるものに対して一向に興味を持ち

得なかつたし､ なけなしの画才で頼まれるまゝに美人や悪
・・ ・

漢や探偵を､ それも純然たる職業意識で描いてゐる自分の
・

絵を､ 本格的絵画の立場から評価するなんて考はてんで私

の頭の中にないことであつた｡ だから人も知る二科の重鎮

中川紀元氏などに将来を嘱望されたりしてはさすがの私も､

所謂微苦笑を禁じ得なかつた｡

だが､ 私は世の中を決してそんなにも甘いものだとのみ

は考へてゐなかつた｡

いつまでも同じやうな絵で流行作家ではあり得ない｡ 必

ずや探偵小説凋落の時も来るだらう｡

だが私は極めて不熱心であつた｡ 私は自分のさうした予

言に対して一向に努力をしなかつた｡

むしろ､ 自然の凋落を内心待つかのやうな態度をさへと

つた｡ 出来る丈け仕事の範囲を縮少しようと思つた｡ 急激

な衝撃を母達に與へたくない下心もあつて―｡

× × ×

果せる哉探偵小説衰微の時も来たし､ 私には生れ故郷で

あり足場である博文館さへもがその永い歴史に罅の這入る

時が来た｡ 朝日・文藝・少年・少女と打続く廃刊であつた｡

けれども私は､ 残された大雑誌社講談社の仕事を喜んで

する気にはなれなかつた｡

多くの作家達が講談社に対して挑戦しては妥協したが､

私の講談社に対する不快は､ 決して芸術家的良心とか自尊

心とかいふものではなかつた｡ 表面､ 先生様々と馬鹿叮寧

なまでに礼儀正しく実質的には実に非礼極まることを敢て

する講談社の態度は決して快いものではない｡ しかし､ 芸

術作品を売物とする以上それも仕方のない事ではないか｡

あのパトロンと画家の関係に思ひ比べてみるがよい｡ よつ

ぽどましだ｡
・・

私はそんな事よりも､ 講談社が使役する少年達への訓育・

躾方が嫌だつた｡

生れながらに運命づけられた自分の貧乏根性の中で､ 私

がもっとも､ 苦闘しその克服に喘いで来たものをまざ � �

と見せつけられたのだ｡

玉稿を頂きに参上する彼ら少年使者達は実に以って礼儀
・・・・・

正しい｡

だがそれは､ 博文館少年達の明朗さに比べて､ なんと陰

鬱な礼儀であることか｡ 彼等はしかも､ 申合せたやうに玄

関に入るや､ そこらに散在する下駄をキチンと揃えてゆく｡

この一事である｡

私は恐らくこの少年達より惨めな境遇に育つて来たかも

知れない｡ 奴隷根性､ 由れのないご機嫌取り根性――貧乏

人から最後の誇りを奪つて何が残る！ ――下駄を揃へな

がら下駄の品質を他家に比較する根性､ 長じてはたゞひた

すら叩頭､ 内心冷笑するあの卑劣な人格となる｡

私は身につまされる丈けに､ 痛憤に似たものすら感じる

のである｡

× × ×

私の絵に対する多才性を認めてくれて､ 文芸春秋社の川

崎氏が戦争ものを私に廻してくれたこともあつた｡ 氏の好

意に対して申訳ない事であるが､ 私はそれすらも熱心を以

て酬ひやうとしなかつた｡

親友岩田専太郎の切なる待望もあつたが､ 私は依然とし

て熱心さをとり戻さなかつた｡

私は決して､ 絵を描くことが嫌ひではなかつたし､ 絵を

一概に蔑視したり､ また自分の生涯の変遷であつた過去を

徒らに軽蔑する心を持つてゐたのではないし､ また､ 自分

といふものを決して高く評価してゐたわけではないが｡

私はもはや､ 私の心に重なつてゆく憂鬱に堪へきれなく

さへなつてゐたのだ｡ 決定的な気持が私を石のやうに憂鬱

にしてゐたのだ｡

かつて社会改革といふやうな事に熱烈な気持を抱いたこ

とのある私は､ 生意気にも愚劣な文学を批判軽蔑する気持

を､ 先入観念の如くに持つてゐた｡ しかも私は､ その愚か

しき文学の更に愚かしき挿絵描きではないか｡ 絵画を解し

ない編輯者のバカ気た註文やフアンを喜ばすための果敢な

い努力や､ さうしたものは決して忍べない事ではない｡

方便ならいゝ｡ 一つの目的への前提ならいゝ｡ 職業とし

ての挿画は､ 私にとつてまことに楽なことである｡ だが私

をして､ かくまでも嫌悪の情を起させるものは､ 挿絵が仕

事として持つ自体の性質にある｡

挿絵はあくまでも女房役である｡
・・・

意志のない仕事である｡ 原作を好何によく強調するかゞ

挿絵にとつての第一義的なものである｡ 言ひ換へれば挿絵
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には全然独立の意志は存在し得ないのである｡ 原作に対す

る批判の心や選択の気持があつては挿絵描きは勤まらない

のである｡ きんたまをぶら下げた奴のすることではない――｡
・・・・

何かもつと手応のあることがしたい｡ 楽な仕事で､ なす

事もなく日を重ねてゐるよりは､ 食ふや食はずでも張りの

ある仕事がしてゐたい｡

――だが私は､ とにかく描いてさへゐれば食へるその無

意味な生活を､ 決然として捨て去らうとはしなかつた｡ 私

には断乎としてゆくべき方向もなかつたのだ｡

× × ×

かうして､ 何かしらの転換を求めつゝ､ しかも目当のな

い憂鬱と沈滞に､ 弛緩し､ ともすれば自棄さへ伴はうとし

てゐた私に､ 僅かに火を点じたものがあつた｡

昭和六年から七年へかけて､ 満洲事変を契機とする少壮

軍人の動きである｡

親しい友から､ 文化層の愛国的結成について相談をうけ

た私は社会改革運動に於ける文学乃至文化運動の効用につ

いて些かの見解を有つてゐたし､ 当時の国内情勢を非常に

逼迫したものと考へる認識不足もあつて､ 文学青年の組織

などゝといふことの無力を主張し､ 寧ろ影響力の強大さに

於て既成の大衆作家を動かすことの方がより有効適切であ

ることを説いた｡ そして当時愛国文学者としての名乗りを

上げた､ 私にとつては恩人の三上於兎吉氏の呼応を得て､

ジヤーナリズムの冠して曰く文壇フアツシヨ 『五日會』 が

誕生した｡

そこで初めて､ 気鋭の将校達に接する機会を得たのであ

るが､ 私は先づ自分達の観念の中にあつた軍人といふもの

との大きな相違に驚嘆した｡

武骨と単純の象徴であるかの如く思はれてゐた軍人は､

先づ驚くべき外交家であつた｡ 誰よりも熱心な勉強家であ

つた｡ そして政治に､ 経済に､ 外交に彼らの断乎として述

べるところのものは今更ながら不勉強な私を慚死せしむる

に充分であつた｡

うけるものはたゞ圧倒的な感銘であつた｡ 私の頭の中に

は､ 新しい一つの意力が漠然として体制もなく､ だが異常

な速力をもつて､ 力とな

りつゝあつた｡

けれども私は､ 単なる

感銘から､ 直ちに行為を

見出すことは出来なかつ

た｡ 明確なる理論的把握

なくしては行動を考へ得

なかつた｡ 生涯をたゞ率

直に､ 真摯に､ 行動人と

して終りたい念願に生き

てゐた私に､ 挿絵家生活

六年､ 今や理論をのみ先

行させたがるプチブルイ

ンテリの根性が､ いつの

まにか深く喰ひこんでゐ

たのだ！

内心の激しい焦慮を私は切々と感じた｡

× × ×

私の城島舟禮氏との関係は､ 漫然と一つの転機を求める

私の､ いはゞ息抜きの満洲旅行に始まる｡

知人の紹介でいまの満洲国参議筑紫熊七中将から板垣参

謀と駒井閣下に紹介状を貰ふことが出来たのであるが､ 建

国�々の激務にある両氏を煩はすことを恐れて､ (だが板

垣参謀だけにはお目にかゝつて､ 吉林で泊るに宿もなく帰

るに汽車もないといふやうな目に遭つた時､ 大迫会館に泊

めてもらつて助かつた思ひ出などを持つのであるが) 私は､

予定のない旅行にコース万端の指示をうくるべく先づ城島

舟禮氏を訪ねたのであつた｡

会ふといきなり城島氏は女の話をした｡

それも座興的なものではなくて､ 普通の人なら､ 心の友

以外には決して語らぬ､ といつた性質の話であつた｡ 私は

面喰つた｡ 初対面である｡ しかもお義理みたいな絵を二､

三度寄稿しただけの関係である｡ 一体､ この人はどんな人

だらうと私は思つたことである｡

人と人の縁といふものは妙なもので､ 私は会ったその日

から､ 舟禮氏との邂逅を､ 九千万の人間の中の一人と一人

の縁を､ 大切がる気持になつてゐた｡

舟禮氏は植民地の新聞や雑誌や型では全然なかつた｡ ま
・ ・

た決してジヤーナリストでもなかつた｡ その風貌からうけ

るものはむしろ作家型であつた｡ そしてその性格はこれは

またお話にならない｡ 類がない｡

お菜の好みや､ 女房を尊敬しないこと (舟禮さんのはひ

どすぎる) に於いて私達は一致した｡ 氏の呆れるばかりな

非営業的雑誌経営振りや､ 特異な対人態度に抱く私の好感

は､ 同時にかくの如き好ましきジヤーナリストの存在を許

す満洲――いひ換へれば撫順への限りなき好意と憧憬とで

もあつた｡

炭都撫順｡ ――かつて十九歳の感傷の日を筑豊炭田の地

下に殉情の思ひ出を持つ私は (あまりにも炭都らしからぬ

美しい撫順の町であつたが) 去り難い気持のまゝに旬余を

氏の宅に過ごしたのであつた｡

後日｡ 月刊満洲東京支社の設置によつて､ 氏との親交が

愈々深く結ばれるに到つたのも､ この撫順の繁栄策といふ

琥珀温泉閣設計案の応募に起因する｡

弱気で強気で､ 泣き虫で意地張りで､ ふるひつきたいや

うな､ 数々の弱点のよさをもつ､ 余りにも善良な舟禮さん！

陰鬱な私語や､ 認識不足な流言や､ 利権やの狂奔や､ 何々
・

議員視察団のエロ行状や､ そして轟然として走る輸送列車

の中の疲れた兵士の顔や――を満洲にみて来た私には､ 大

きな収穫の一つであつた｡

そして､ 氏との交友の密度とゝもに､ 私の満洲への憧憬

は次第に熱度を加へて行つた｡

× × ×

新しい文化が､ これから誕生しやうとしているのだ｡

支那全土を統一した光輝ある歴史､ 全世界制覇の雄図に

燃えた遊牧民族の精悍さの流れ､ 東洋の栄誉を一身に担う

日本､ 長い歳月を絶えなき弑虐の中に孜々として荒地満洲
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を耕してきた先駆朝鮮同胞――新しい民族混成の文化が始

まらうとしてゐるのだ｡ 東方に暁を告げる新世紀が､ 門出

しつゝあるのだ！

だが､ 私の希つてゐるものは､ さうした華やかな歴史へ

の登場ではない｡

私は新しい自分の意企を､ 新しい空気の中に出発させた

い｡ 雄図の壮大さに反比例する現実の建国の苦難の道――

その中に自分の若き発意を､ 私は愛でたい心なのだ｡

途は自ら開ける｡ 敬虔な努力の中に､ 私が持つ満洲文化

への熱烈な関心は､ やがて私に自らの方向を示してくれる

であらう｡

――満洲へでもゆかねば……さうした切実な声の澎湃た

る中に飯が喰へる丈では詰らんから､ といふやうな私の希

ひは贅沢に属するともいへば言へる｡

だが､ 私は未だ二十九歳である｡ 安逸な生活に納まるや

うな年齢ではない｡ 自らの歴史を作るものは自ら以外には

ないのだ！

× × ×

私に出来るものは単に､ 大衆を相手とする美術の一領域

に過ぎぬ｡ 私には学歴も､ 何の誇るべき経歴もない｡ ただ

過去による一つの訓練――どんな生活にも堪へ得る自信を

もつてゐるだけだ｡

だから､ よしんば絵筆や活字を按配するやうな類の仕事

でなくとも､ 何とかして一刻も早く､ 満洲の土を踏みたい

とすら私は思ふ｡

× × ×

挿絵画家への決別の辞を書く｡

私は未だ挿絵画家を止めてはゐない｡ また運悪く今後も

続けねばならないかも知れぬ｡

だだ――

これは､ 初めからさうであり､ そして愈々どうにもなら

なくなつた私の真実の､ 文字による表明である｡

雑誌本体の紙面が劣化して茶ばんできており､ わたしの

写真撮影技術ではその誌面をそのまま掲載するには難があ

りすぎるので､ 本文を新たに打ち直した｡ 本文は縦書きで

ある｡ 旧字体は新字体に改めた｡ 振り仮名がうってあるが

それは省略した｡ また明らかに誤植と思われるもの以外は

訂正せずそのまま掲出した｡ (ママ) の表記もしていない｡

カットも掲出したが､ その位置や大きさ､ レイアウトは誌

面とは異なっていることをお断りしておきたい｡ これも竹

中英太郎の著作権継承者金子紫氏の許諾を得て掲載してい

る｡ (岡村)
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解題

『満洲学報』 は満洲学会の機関誌である｡ 満洲学会は､

満洲における歴史・考古・土俗・社会・言語・文学・宗教・

美術など各分野の研究者が､ その連絡や研鑚のために設け

た研究団体で､ 1931 (昭和６) 年７月17日に大連在住の十

余名が満鉄社員倶楽部に集合して創設の相談をしたことに

はじまる｡ そしてこの場で会則を定め､ さらに奉天に在住

の研究者にも賛同を求めて９月11日の会合において創設さ

れた｡ 当初は遼東学会と称されたが､ 満洲国の成立にとも

なって満洲学会と改称した｡ 満洲学会では別記のとおり研

究例会を継続的に開催し活発な活動を展開､ 昭和７年６月

には 『満洲学報』 の創刊をみた (｢満洲学会の創立竝に現況｣

『満洲学報第一』)｡

1932 (昭和７) 年６月刊行の 『満洲学報第一』 に掲載さ

れた会則および会員は次のとおりである｡ 当初は満鉄大連

図書館内に事務所を置いているように､ 満鉄社員を中心と

した研究団体であったが､ 後にそれは新京の中央図書館籌

備処内に置かれることになる｡ 満洲国の治外法権撤廃前後

にいくつかの文化機関は新京へとその中心を移動させてい

くことになるが､ この学会もそのように推移したようであ

る｡

【満洲學會會則】

一 本會ハ満洲學會ト稱ス

一 本會ハ満洲ヲ中心トスル文化研究竝ニ其發表ヲ目的トス

一 本會ハ左ノ事業ヲ行ウ

一､ 研究報告竝ニ研究資料ノ出版

一､ 講演竝ニ研究會ノ開催

一､ 研究旅行

一 本會ノ趣旨ヲ賛成シ會員二名ノ紹介アル者ヲ以テ會員トス但シ

本會ノ推薦ヲ以テ名譽會員ヲ置クコトヲ得

一 正會員ハ會費トシテ年六圓ヲ醵出ス

一 會員ハ研究報告ノ頒布ヲ受ケ (年二囘四月､ 十月) 本會出版物

ノ購讀､ 講演竝ニ研究旅行等ニ關シ特別ノ便宜ヲ享ク

一 本會ニ幹事二名編輯委員若干名ヲ置キ會員中ヨリ之ヲ推薦ス

一 幹事編輯委員ノ任期ハ一箇年トシ毎年三月更任ス但シ重任ヲ妨

ケズ

一 本會本部事務所ハ滿鐵大連圖書館内ニ置キ支部事務所ハ滿鐵奉

天圖書館ニ置ク

【會員氏名】

大連正會員…石田貞藏・伊藤武雄・岩間徳也・柿沼介・小林胖生・

紫藤貞一郎・島田好・津田元徳・八木奘三郎・村田治郎

奉天正會員…天野元之助・植野武雄・衞藤利夫・奥村義信・及川三

男・川村宗嗣・菊竹實藏・後藤基次・小村俊夫・園田一龜・瀧澤俊

亮・永尾龍造・日名靜一・ウオルター・フックス・松井秀吉・松崎

鶴雄・宮崎正義・山下泰藏・渡邊三三

なお､ この満洲学会会則は後に改正をされ､ 満洲国立央

図書館籌備処 『資料公報』 (康徳10 (1943) 年８月) には

次のように載る｡
【満洲學會會則】

第一條 本會ハ満洲學會ト稱ス

第二條 本會ハ満洲ニ於ケル文化科學ノ相互研究竝ニソノ普及發達

ヲ圖ルヲ以テ目的トス

第三條 本會ハ目的達成ノ左ノ事業ヲ行フ

一､ ｢満洲學報｣ ノ發行

一､ 講演､ 研究會ノ開催

一､ 展覧會竝ニ資料標本ノ展示

一､ 見學竝ニ實地踏査

一､ 其ノ他必要ナル事

第四條 本會ノ趣旨ニ賛成シ會員二名ノ紹介アルモノヲ以テ會員ト

ス

第五條 本會ニ名譽會員ヲ置クコトヲ得名譽會員ハ總會ノ推挙ニ依

ル

第六條 本會ニ次ノ役員ヲ置ク

會長 一名

理事 若干名 (内之一名ヲ常任理事トス)

評議員 若干名

幹事 若干名

第七條 會長ハ本會ヲ代表シ會務ヲ統理ス

第八條 理事ハ會務ヲ執リ常任理事ハ會ノ常務ヲ執ル

第九條 評議員ハ會ノ主要事項ヲ審議ス

第十條 幹事ハ會ノ常務ヲ處理ス

第十一條 評議員ハ會員之ヲ選挙ス理事ハ評議員之ヲ選挙ス

理事ハ理事之ヲ選挙ス

常任理事ハ理事之ヲ選挙ス

幹事ハ理事之ヲ依矚ス

第十二條 役員ノ任期ハ二ヶ年トス但シ重任ヲ妨ゲズ

第十三條 會員ハ會費トシテ年額二圓ヲ負擔スルモノトス

第十四條 學會ハ年一回之ヲ聞ク､ 例會ハ随時之ヲ聞ク

第十五條 本會ノ事務所ハ満洲國立中央圖書館籌備處内ニ置ク

第十六條 本會ハ大連奉天其ノ他ノ要地ニ支部ヲ置ク､ 支部ノ規則

ハ別ニ之ヲ定ム

第十七條 本會ノ會則ハ評議員會ノ決議ニヨリ之ヲ改廢スルコトヲ

― 52 ―

『満洲学報』 解題および目次一覧

岡村 敬二

������������������������������������������������������ ��������� ���������������������������������������������������������������



得

1936 (康徳３) 年９月20､ 21日と大連において満洲学術

聯合会が開催され､ 満洲学会を含む15団体が集って研究を

深めた｡ 参加はこの聯合会に加盟の次の15団体で団体会員

数は８千名である (『満洲国現勢』 康徳４年版)｡
満洲農学会・満洲獣医畜産学会・満洲医学会・満洲歯科医学会・満

洲薬学会・満洲学会・満洲冶金学会・鞍山鉄鋼会・工業科学会満洲

支部・電気学会満洲支部・満洲建築学会・満洲電気協会・満洲鉱業

協会・電信電話学会満洲支部・満洲技術協会

また1938 (康徳５) 年９月23日から３日間､ 第２回満洲

学術聯合会が新京で開催されている｡ 旅順・大連・奉天・

哈爾浜などの満洲学会員が集合したが､ このときの学会員

の発表はつぎの通りであった｡
９月23日 大会代表講演 杉村勇造 (満洲学会) ｢満洲史学の現況｣

24日 各部会での講演

・島田好 (大連図書館) ｢錫伯族に就て｣

・島田貞彦 (旅順博物館) ｢考古学上より見たる満洲特に熱

河の古文化に就て｣

・稲葉岩吉 (文学博士) ｢�掠に就て｣

さらにこの部会の場で､ 満洲学会の今後の発展方策を協

議して次の諸点を決定した (『新京図書館月報』 第26号 康徳５

年10月)｡

１. 従来の学会が史学偏重であった点を改めて､ 満洲に

おいて人文科学全般を研究対象として会員を募る｡

２. ｢満洲学会｣ の名称のもとに各地に研究グループを

もって活動をしてきたが､ 今後は全満を組織化して各

地と緊密な連絡をとり､ 将来は本部を新京に置いて会

則も整備し､ 役員も定めて確固たる民間学術団体とし

て進むこと

３. 会誌として､ 従来の 『満洲学報』 を年報とし､ 奉天

の 『満洲史学』 を会の機関誌として研究彙報といった

内容とし､ 月刊または隔月刊の発行とする｡

４. 会費は年額３円とし､ 『満洲史学』 を無料配布する｡

さらに満洲学会内に､ ｢新京郷土歴史部｣ を新設するこ

とも決められている｡ そのメンバーは､ 山田文英・吉田金

一・山住左武郎・廣松健二郎・奥村義信・杉村勇造・山崎

末治郎であった (『新京図書館月報』 第25号 康徳５年９月)｡

また新京の満洲学会内に､ ｢古代満洲語研究会｣ も新設

されている｡ この満洲語研究会については､ これまで蒙古

実務学院の佐藤富江に依頼をしていたが､ 児玉信久を紹介

され､ 今後は児玉に就いて初歩から研究することとなった

という｡ 児玉は､ 京都帝国大学史学科を卒業後､ 西新巴旗

公立阿爾坦額莫勒国民優級学校代理校長として赴任､ 実地

に満洲語 (古代) を研究し､ この時期は興安局に勤務をし

ていた (『新京図書館月報』 第26号 康徳５年10月)｡ なお佐藤富

江は､ 東京外国語学校に蒙古学科が設けられ1914年に最初

に卒業生３名を出したそのうちのひとりで､ 菊竹実蔵とと

もに満鉄に入社した｡ 佐藤は ｢外モンゴル等で情報収集活

動に従事したあと､ 満洲国成立後は､ 首都新京 (長春) に

モンゴル人の教育のための学校を設立した｣ (｢《シリーズ・

わが専攻語科ストーリー》 その21｣ 『東京外語会会報』 第102号 200

4年10月１日 文責：田中功､ 大谷達之､ 二木博史､ 岡田和行

http://www.path.ne.jp/t-gaigo/kaihohp/backnumber/kaiho102/gokastory.pdf 2009/01/11

アクセス) 人物であり､ この学校というのが蒙古実務学院

ということになろうか｡ 佐藤には､ 『蒙漢合璧釋尊聖傳』
(大亞細亞建設社1938.9) の著述がある｡

なお､ この古代満洲語研究会には申し込み者数が15名に

のぼり､ 研究会は毎週金曜日に民生部会議室で開催された
(『新京図書館月報』 第28号 康徳５年12月)｡ またこの研究会を評

して新京図書館月報の編集子は､ 国都新京における文化活

動一般の不十分さを説いた上で､ 満洲学会はまだ個人的な

活動の域にとどまっており学界の動きにまでは達していな

いと総括し､ しかしながらこの満洲語研究会が毎週一度の

研究会を持続していることに対して ｢吾吾の骨を満洲に埋

める覚悟のもとに生活の地盤を築いてゐるのと同様に､ 地

の底から工作しようとしてゐ学徒の努力は相関関係にある

ものといえよう｣ と高く評価をしている (｢康徳五年度の満洲

学会｣ 『新京図書館月報』 第30号 康徳６年２月)｡

この時期この新京特別市図書館の地下室には図書館員が

起居しており､ 川村耕三の回想によれば､ この地下室は梁

山泊さながらであったとされる｡ そこには横田文子も出入

りしまた木崎龍・松川幹男・平林英子・望月百合子・大野

沢緑郎も常連として文学論を戦わせ､ 北村謙次郎もやって

来て夜を徹して議論したと川村は回想する (川村耕三 ｢新京｣

『長春』 第12号)｡ この新京図書館の館長は､ 満洲学会の会員

でもある山崎末治郎であり､ 川村の回想に名前のあがる例

えば大野沢緑郎は1938年９月まで勤務し退職 (『新京図書館

月報』 26号)､ 川村耕三は同年11月に退職 (同28号)､ 松川幹

生は翌年7月末まで勤務し退職 (36号)､ また横田と結婚し

ていた坂井艶司は1939年３月に大連図書館から転入してく

る (同31号) など､ 国都新京で文学活動を展開していた人

物が､ この新京図書館の館員として在職し､ また頻繁に出

入りをして文学談義をかわしていた (岡村敬二 ｢満鉄図書館｣

『別冊 環12 満鉄とは何だったのか』 平成18年11月)｡ そんな雰囲

気にあって､ 『新京図書館月報』 の編集子の発言にもなっ

たのであろう｡ 以降 『新京図書館月報』 に満洲学会の記事

が継続的に掲載されるが､ その記事に署名はないものの､

定期的に参加している山崎末治郎の筆になるものではない

かと推測される｡

同じく新たに結成された新京の郷土史研究会は､ 先に新

京中学校記念日にあわせて新京資料展覧会を開催したが､

その資料を基礎としさらに古写真の所有者から写真を借用

し複写して ｢新京史写真グラフ｣ を作成することを決定し､

作業を満日文化協会三枝朝四郎に委嘱して進行させたとい

う (『新京図書館月報』 第28号 康徳５年12月)｡

なお本学会は1940 (康徳７) 年になり改組され､ 瀧川政

次郎を常任理事として再出発をしている (『満洲国史 各論』)｡

1941 (康徳８) 年２月刊行 『資料公報』 (第２巻第２号 国立中

央図書館籌備処､ なおこの目次一覧は､ 米井勝一郎 ｢満洲国国立中央

図書館籌備処処報目次一覧－ 『資料戦線』 『資料公報』 1940-1944｣

『中部図書館学会誌 46号 2005年２月』 に載る) の ｢満洲文化学術

団体紹介｣ によればこの時期の役員は次のとおりであった｡
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理事…岩間徳也 杉村勇造 瀧川政次郎 藤山一雄 (以上新

京)､ 衛藤利夫 黒田源次 松浦嘉三郎 (以上奉天)､

島田好 (大連)

常任理事…柿沼介

評議員…15名

幹事…山崎末治郎 山本守 弥吉光長 (以上新京)､ 植野武

雄 斎藤武一 山崎與四郎 (以上奉天)､ 島田好 (兼

任､ 大連)

ここに記載される学会の事業は､ １. 『満洲学報』 の発

行､ ２. 講演会・研究会の開催､ ３. 展覧会ならびに資料

標本の展示､ ４. 見学および実地調査､ ５. その他､ となっ

ている｡

1943 (康徳10) 年８月20日には中央図書館籌備処におい

て満洲学会総会が開催されている｡

議題は､ １. 康徳９年度会務報告､ ２. 康徳９年度会計

報告､ ３. 故岩間徳也氏遺稿集刊行計画､ ４. 『満洲学報』

第八・九輯刊行計画であった｡ この総会に先立ち16日開催

の資料蒐集連絡協議会に出席するために東京から来満した

岩井大慧らの講演会が総会の後開催されている｡ 演題は､

岩井大慧 (東洋文庫主事) ｢成吉思汗の即位とシャマン｣､

渡邊幸三 (満鉄上海事務所) ｢治外法権撤廃後の上海｣ で

あった｡ 当日の参会者は次の通りである｡

岩井大慧・渡邊幸三・瀧川政次郎・天野元之助・柿沼介・

藤山一雄・奥村義信・和泉徳一・弥吉光長・山本守・高橋

匡四郎・森克巳・倉持特一郎・鷲田成尾・山田文英・児玉

信久・山崎末治郎・吉野倉造・藤田祐美

この満洲学会は､ 創設以来定期的に講演会や見学会を開

催して研鑽に努めた｡ 判明している限りの講演会などを以

下にあげておく｡

講演会・見学会記事

『満洲学報』 第一 満洲学会記事

1931 (昭和６) 年

10月２日 第一回例會 旅順島師黄龍と其遺蹟…島田好

11月２日 第二回例會 蘆家屯の發掘に就いて…小林胖生

12月２日 第三回例會 ｢麻虎｣ と節分の ｢お化け｣ に就いて

…小林胖生

1932 (昭和７) 年

１月８日 第四回例會 陰陽沸に就いて…劉穂九

３月２日 第五回例會 支那陶磁器に就いて…小村俊夫

４月２日 第六回例會 殷の龜卜と日本の太占…岩間徳也

５月２日 第七回例會 支那の獅子舞…村田治郎

見學旅行 (昭和６年10月４日) 大連會員は牧城驛附近で發見された壁

畫のある古墳を見學｡

『満洲学報』 第二 満洲学会記事

講演會

イ 大連本部

1932 (昭和７) 年

６月 2日 支那の度量衡…青木廣太郎

８月28日 日本に於ける満洲學…和田東大教授

９月２日 オリエンタル・コングレス…伊藤武雄

10月２日 漢代の古墳…島田貞彦

11月２日 支那地圖…柿沼介

11月18日 渤海國史概説…鳥山城大教授

12月２日 朝鮮に於ける最近の發掘…小林胖生

東京城出土品…三上次男

遼碑來奉始末…金毓黻

遼碑の紋様…八木奘三郎

1933 (昭和８) 年

２月２日 遼碑と遼史との出入…島田好

３月２日 満洲沙丘の移動に就いて…小林胖生

満蒙の塔…村田治郎

最近の北平事情…大塚千十郎

３月20日 日支交通史概説…水野梅暁

４月２日 關東州の古墳分布状態…三宅俊成

５月２日 金福沿線大嶺屯に於ける漢代の古墳址…三宅俊成

ロ 奉天支部

1932 (昭和７) 年

８月25日 蒙地に關する禁令…及川三男

８月31日 日本に於ける満洲學…和田東大教授

長春を國都とするを可とする史論…和田東大教授

９月29日 �の太祖の最後…園田一龜

10月25日 間島に於ける鮮人の現状…天野元之助

白頭山と鴨緑江…ウォルター・フックス

11月29日 薬籤…山下泰藏

12月16日 洛陽より峨眉山まで…ウォルター・フックス

1933 (昭和８) 年

１月25日 満洲より發見せらるゝ定窯白瓷…小村俊男

２月25日 マルコポロ東方旅行記に現れたる満洲の景�
…衛藤利夫

３月25日 寺院經済機構に見る支那の典當行為竝に日満支當質業態

の比較…奥村義信

４月25日 民間信仰と民間教化…瀧澤俊亮

５月25日 満洲の祭天風俗…永尾龍造

『満洲学報』 第三 満洲学会記事

講演會

大連之部

1933 (昭和８) 年

６月２日 雲南事情…山井格太郎

義州萬佛堂視察談…小林胖生

７月３日 東京城渤海の遺蹟…村田治郎

熱河省事情…天野元之助

７月11日 朝鮮の巫に就いて…秋葉隆

７月25日 西藏の喇嘛教に就いて…多田等觀

８月２日 フランスに於ける東洋學の現況…田口稔

９月２日 北満に於ける露西亞人の學術的研究…ルカーシュキン

10月２日 義縣・朝陽に於ける古建設…村田治郎

11月２日 熱河及平津地方を觀て…山井格太郎

12月２日 満洲に於ける壁書古墳に就て…島田貞彦
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(但しこれは満洲學術通俗講演會に於ける講演)

12月20日 熱河省興安省探査概略…鳥居龍藏

1934 (昭和９) 年

１月15日 日満支門松考…島田好

２月２日 満洲農村經擠の構造…天野元之助

３月２日 清朝の勃興に就いて…園田一龜

四川省の灌漑…伊藤武雄

４月２日 満洲國管見…村田愨麿

５月２日 阿片の支那傅來…守中�
６月２日 神秘的意義を有する古代遺物に就いて…島田貞彦

７月２日 ジエルビョン (張誠) の ｢満洲旅行記｣ に就いて

…柿沼介

８月２日 支那宮苑園林史―隋代まで…岡大路

９月３日 赫哲族に就て…島田好

10月２日 支那古甎の研究…八木奘三郎

奉天之部

1933 (昭和８) 年

６月25日 土地所有權行為の推移に就て…川村宗嗣

７月25日 契丹文字に就て 附：東京城旅行談…金九經

８年25日 撫順城山北中に發見せられたる高句麗の新城…渡邊三三

渤海國史長編要刪に就て…金毓黻

９月25日 略筮法…日名靜一

10月16日 �代殿版書籍文獻…陶蘭泉 �鐸

10月27日 蒙古史談､ 奥地歸來談…須佐嘉橘

12月23日 東丹王陵の發見に関して…金毓黻

1934 (昭和９) 年

１月25日 阿片の起源…山下泰藏

日本満洲風景の映寫フックス

２月22日 稲葉君山博士觀迎座談會

２月25日 撫順の遼代石經幢…渡邊三三

撫順高句麗趾の陶片…小村俊夫

特徴ある彼等の神様 別にペスト流行地に於け除魔の方

法…辻忠治

３月25日 奉天商務總會に就て…川村宗嗣

再び北平をたづねて…金九經

心理學上に見たる各民族の性格の研究…天野利武

４月25日 南満洲に於けるドルメンに就て…久原市次

５月25日 北平購入書籍展覧…フックス

５月25日 歐州に於ける支那趣味…黒田源次

６月25日 巴里民族圖書館所藏燉煌文書中の醫書に就て…黒田源次

歐州風景映寫…黒田源次

７月25日 柳僖の諺文志に就て…金九經

徳川時代の地圖展覧…久原市次

８月25日 新女直國書碑に就て…山下泰藏

日満文化協會に就て…水野梅暁

９月25日 城隍廟と城隍神…永尾龍造

『満洲学報』 第四 満洲学会記事

〈大連〉

1934 (昭和９) 年

11月２日 山井格太郎 ｢山西視察談｣

12月３日 佐藤富江 ｢ホロンバイルに於ける民族について｣

1935 (昭和10) 年

１月16日 村田愨麿 ｢北満､ 北支旅行談｣

２月２日 貝瀬謹吾 ｢臺灣と満洲｣

３月17日 旅順博物館及庫藉整理処見学

４月16日 島田貞彦 ｢南満と北鮮との漢代文化｣

４月25日 黒田源次 ｢支那医学の研究に就いて｣

６月20日 三宅俊成 ｢安東省輯安城附近の史蹟に就いて｣

７月23日 島田貞彦 ｢熱河省赤峰の遺蹟に就て｣

９月22日 ｢金州岩間氏蒐集品参観｣

11月23日 ＜八木奘三郎氏古稀祝賀會＞

島田好 ｢八木先生と満洲の考古学｣

島田貞彦 ｢日本考古学開拓者としての八木先生｣

八木奘三郎 ｢我国の考古学界を囘顧して｣

12月６日 小林胖生 ｢東西民俗考｣

1936 (昭和11) 年

１月28日 黒田源次 ｢遼陵の壁書其の他に就て｣

２月４日 須佐嘉橘 ｢北満に於ける元代の遺蹟に就て｣

〈奉天〉

1935 (昭和10) 年

１月25日 五十嵐賢隆 ｢道観太清宮の一考察｣

２月25日 小村俊夫 ｢金上京址の陶片｣

金毓黻 ｢日本訪書談｣

３月25日 高橋匡四郎 ｢文献上にあらはれたる先秦時代の冢墓に就

て｣

11月25日 黒田源次 ｢囘疆一帯得勝図の下�に就て｣

12月22日 金毓黻 ｢輯安視察談｣

1936 (昭和11) 年

２月16日 山下泰蔵 ｢隋の大業量に就て｣

『満洲学報』 第五 満洲学会記事

〈大連〉

1936 (昭和11) 年

１月28日 黒田源次 ｢遼陵の壁画其他に就て｣

５月11日 天野元之助 ｢支那に於ける族産｣

６月26日 八木奘三郎 ｢遼西の石屏と経幢｣

９月21日 岩間徳也 ｢殷代文化の特異性｣

島田好 ｢陳巴爾虎をチプチンといふわけ｣

園田一亀 ｢国立博物館の北魏墓誌銘に就て｣

瀧川政次郎 ｢東京城出土の鴟尾と版位に就て｣

瀧澤俊亮 ｢満洲に於ける民間信仰｣

三宅俊成 ｢関東州出土の彩色土器｣

〈奉天〉

1936 (昭和11) 年

４月19日 地氏隆眞 ｢清朝実録影印の概況｣

６月19日 鳥山喜一 ｢吉林省樺甸縣の史蹟調査談｣

11月29日 黒田源次 ｢輯安・臨江の高句麗遺蹟に就て｣

1937 (昭和12) 年

２月７日 園田一亀 ｢北満南満の旅行見聞｣

３月２日 黒田源次 ｢東洋古地図に就て｣

＊＊ 園田一亀 ｢北満史蹟の調査談｣
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『新京図書館月報』 から

1938 (康徳5) 年

６月８日 講演 矢澤邦彦 ｢欧米視察談｣

６月25日 逸見梅榮 ｢仏教美術｣

７月12日 松浦嘉三郎 ｢満洲民族衰亡の一過程｣

９月６日 講演 小野玄妙 ｢満蒙疆の一線｣ (於満日文化協会会議室)

なおこの講演とは別に会員の懇請により ｢大蔵経の史的概略｣ の

談話もあった (『新京図書館月報』 第25号 康徳５年９月)

11月21日 講演 小林胖生 ｢民俗学上より見たる十二支に就いて｣

(於満日文化協会会議室)

12月25日 瀧遼一 (東方文化学院研究員) ｢支那の古代音楽に就て｣

(於満日文化協会会議室)

(『新京図書館月報』 第29号 康徳６年１月)

1939 (康徳６) 年

１月30日 講演 永田珍聲 (治安部参謀司事務官) ｢鄂倫春族の風習

に就いて｣

永田は自ら興安嶺､ 黒河方面に入り実地踏査にてオロチョン族の

研究をおこない､ 多くの資料を持ち帰ったとされる｡ この後2月

上旬に三中井百貨店においてオロチョン族展覧会も開催されてい

る (『新京図書館月報』 31号 康徳６年３月)｡

２月15日 講演 山口愼一 (大内隆雄) ｢最近の上海文化の情態に就

いて｣

３月10日 講演 神尾弌春 ｢義天録を通じて見たる丹麗仏教の交渉｣

(満日文化協会会議室)

３月31日 講演 高橋匡四郎 (建国大学助教授) ｢ゲルマン民族の屯

墾と金族の屯墾｣ (満日文化協会会議室)

(『新京図書館月報』 32号 康徳６年４月)

４月16日 講演 ヘンリー・ベルナード (天津天主教会神父) ｢満洲

の欧人との初期の関係に就て｣ (満日文化協会会議室)｡

なおベルナードはEcole Francaise d'Extreme Orient (フランス遠

東学院) の会員で､ 中国での布教生活も長く､ 日本・満洲をふく

む東洋における欧州人との文化交渉について資料の収集をおこな

い､ 論文も多く発表している東洋学者であった｡ 今回は､ 氏がそ

の研究を深めるために日本各地の東洋学者を訪問し､ その帰途来

満して新京に回ってきて講演にいたったのであった｡ 当日の参会

者は18名､ 会終了後中銀クラブにおいて晩餐会が催されている

(『新京図書館月報』 33号 康徳６年５月)｡

５月31日 講演 中野義照 ｢支那民族と精神工作｣

中野は天津日本図書館館長で興亜院華北連絡部嘱託を兼務してい

る｡

６月16日 楽亭影一座による影絵芝居 ｢大香山�秋歌｣ 鑑賞 (満日

文化協会主催 於国防会館)

『新京図書館月報』 第34号 康徳６年６月)

『満洲学報』 第六 満洲学会記事

〈新京〉

1940 (康徳７) 年

８月31日 矢野京大名誉教授 和田東大教授を囲む座談会

９月22日 満洲学術聯合講演会に於ける本会代表講演

日満交通の一説話に就て 会員 瀧川政次郎

同会に於ける特別講演

松花江の民族 会員 山本守

９月23日 殷墟新出土品に就て 会員 岩間徳也

10月24日 牡丹江省遺蹟に就て 京城帝大教授 鳥山喜一

11月15日 支那陶磁の研究 会員 小村俊夫

12月13日 西蒙古旅行談 会員 須佐嘉橘

〈奉天〉

1940 (康徳７) 年

２月４日 東華録に就て 会員 松浦嘉三郎

３月31日 康熙帝と医学 会員 黒田源次

11月２日 葉柏壽附近の古蹟に就て 会員 三宅宗悦 会員 李文信

『満洲学報』 第七 満洲学会記事

講演及座談会

〈新京〉

1941 (康徳８) 年

４月９日 京大教授 牧健二 ｢｢おほやけ｣ (公) の国家｣

４月30日 農学博士 小野武夫 ｢農史雑観｣

６月13日 会員 中山久四郎 ｢満洲国兵法関係史的雑話｣

７月11日 会員 三浦義臣 ｢支那劇の話｣

８月８日 東大教授 和田清 ｢清朝の支那統治に就いて｣

９月13日 会員 佐藤匡玄 ｢清朝の学問とその功績｣

10月24日 会員 大山彦一 ｢道院紅萬字会と満洲族の家族制度｣

11月14日 会員 小村俊夫 ｢明清の陶磁器に就いて｣

12月18日 会員 杉村勇造 ｢林東を中心とする契丹遺跡に就いて｣

〈奉天〉

1941 (康徳８) 年

８月５日 東大教授 和田清 ｢東亜新秩序の歴史的根拠｣

(満鉄奉天図書館と共同開催)

〈大連〉

1941 (康徳８) 年

８月１日 東大教授 和田清 ｢支那文明の特質｣

(満蒙社と共同開催)

『満洲学報』 第八・九 満洲学会記事

1941 (康徳9) 年

２月10日 田所耕耘 ｢南方の話｣

３月20日 主催ますらを 岩間徳也ほか九名 座談会 ｢満洲史に就

て｣

４月16日 黒田源次 ｢遼代の陶磁｣

島田好 ｢李舎�傳｣

５月13日 大間知篤三 ｢満洲族の母系氏族説に就て｣

６月11日 千種達夫 ｢同族結婚禁止に就て｣

７月14日 瀧川政次郎 ｢餘姚叢談｣

８月13日 三宅俊成 ｢渤海東京龍 原府址調査報告｣

９月10日 戸泉憲溟 ｢満洲のタタール人の研究｣

10月11日 柿沼介 ｢中央亜細亜の学術探検に就て｣

1942 (康徳10) 年

５月24日 鳥山喜一 ｢渤海東京龍原府址調査に就て｣

７月30日 和島眞一 ｢興安西省前史地理学的考察｣

島田正郎 ｢遼の祖洲城址の調査｣

８月17日 岩井大慧 ｢成吉思汗の即位とシャルマンに就て｣
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渡邊幸三 ｢治外法権撤廃後の上海に就て｣

９月４日 多田文男 ｢ゴビ砂漠と満洲盆地｣

『資料公報』

1943 (康徳10) 年

５月26日 第21回例会 鳥山喜一 (京城大学教授) ｢渤海の遺跡 (西

古城址の發掘) 報告｣ (於満日文化協会会議室)｡ 当日の

出席者は､ 神尾弌春・杉村勇造・瀧川政次郎・柿沼介・

戸泉憲溟・三宅俊成・鷲田成尾・和泉徳一・山本守・津

田貢太郎・市川周一・竹田浩一郎・三枝朝四郎・福井保

ほか｡

(『資料公報』 第４巻７・８号 康徳10年８月)

８月16日 総会 議題 １. 康徳９年度会務報告､ ２. 康徳９年度会

計報告､ ３. 故岩間徳也氏遺稿集刊行計画､ ４. 『満洲

学報』 第八・九輯刊行計画

講演会 岩井大慧 (東洋文庫主事) ｢成吉思汗の即位と

シャマン｣

渡邊幸三 (満鉄上海事務所) ｢治外法権撤廃後の上海｣

『満洲学報』 目次一覧

『満洲学報』 第一

目次

漢沓氏縣考…岩間徳也

遼東行部志研究…島田好

満洲の孔子廟建築…村田治郎

(附録)

江漢文化之體系興傳播…劉穂九

第一奥付

昭和７年６月15日印刷

昭和７年６月20日發行

編輯人 島田好 大連市白菊町三十四番地

發行人 石田貞藏 大連市紀伊町九十一番地

印刷人 吾妻力松 大連市東公園町三十一番地

印刷所 満洲日報社印刷所 大連市東公園町三十一番地

發行所 満洲學會 大連市紀伊町九十一番地 満洲文化協會内

『満洲学報』 第二

目次

遼宣懿皇后哀册釋文…羅福成

渤海中京顯徳府即遼陽説…島田好�太祖奴兒哈赤崩�考…園田一龜

奉天宮殿建築史考…工學博士 村田治郎

Ueber einige Landkarten mit Mandjurischer Beschriftung

…Walter Fuchs

｢満文地圖に就いての要約｣ …衞藤利夫

資料

文献より見たる�明時代より民國時代に亘る蒙地に對す

る各種取締令と禁令…及川三男

第二奥付

昭和８年７月１日印刷

昭和８年７月５日發行

發行人 佐藤四郎 大連市紀伊町九十一番地

編輯人 中溝新一 大連市紀伊町九十一番地

印刷人 吾妻力松 大連市東公園町三十一番地

印刷所 満洲日報社印刷所 大連市東公園町三十一番地

發行所 満洲學會 大連市紀伊町九十一番地 満洲文化協會内

『満洲学報』 第三

目次

東丹王陵考察記…金毓黻 1

唐末の遼東…島田好 5

明・萬暦初期に於ける遼東女直の消長…園田一龜 25

元・大都の都市計劃に關する一考察…村田治郎 133

第三奥付

昭和９年12月20日印刷

昭和９年12月25日發行

發行人 佐藤四郎 大連市紀伊町九十一番地

編輯人 武田豐市 大連市紀伊町九十一番地

印刷人 守岡功 東京市本所區廐橋一丁目二十七ノ二

印刷所 凸版印刷株式會社本所分工場 東京市本所區廐橋一丁目二

十七ノ二

發行所 満州學會大津市紀伊町九十一番地 満洲文化協會内

『満洲学報』 第四

目次 (アイウエオ順)

殷虚出土戈形兵器に現はれたる銅銹の布紋に就いて…岩間

徳也

大元大一統志考證…金毓黻

神機火砲論…黒田源次

奚､ �､ 白�民族考…島田好

清太祖・勃興初期の行迹…園田一亀

古文献に見ゆる先秦時代の冢墓…高橋匡四郎

長山列島先史時代の小調査…三宅俊成

第四奥付

昭和11年９月１日印刷

昭和11年９月５日發行

[定価金参円]

發行人 佐藤四郎 大連市紀伊町九十一番地

編輯人 武田豊市 大連市紀伊町九十一番地

印刷人 河合勝夫 東京市本所区厩橋一丁目二十七ノ二

印刷所 凸版印刷株式會社本所分工場
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發行所 満洲学會 大連市紀伊町九十一番地 満洲文化協會内

『満洲学報』 第五

目次

明奴兒干永寧寺碑女眞国書図釈…羅福成

燕京に於ける遼､ 宋､ 金三国の角逐

―特に郭薬師の常勝軍を中心として―…外山軍治

睿親王多爾袞九王の意義…園田一亀

近代東部満洲民族考…島田好

奴兒干永寧寺碑補考…羅福頤

第五奥付

昭和12年12月20日印刷

昭和12年12月25日發行

[定価金参円]

發行人 佐藤四郎 大連市紀伊町九十一番地

編輯人 武田豊市 大連市紀伊町九十一番地

印刷人 吾妻力松 大連市東公園町三十一番地

印刷所 満洲日日新聞社 大連市東公園町三十一番地

發行所 満洲学會 大連市紀伊町九十一番地 満洲文化協會内

『満洲学報』 第六

目次

錫伯､ 卦爾察部族考…島田好 1

流沙墜簡に見える漢代法制の研究…瀧川政次郎 25

瀋陽図書館蔵 『明実録』 に就いて…松浦嘉三郎 63�石考…馬楊武 87

第六奥付

康徳８年６月５日印刷

康徳８年６月10日發行

定価二圓五拾銭 發行人柿沼介 新京特別市興亜胡同二百七番地

編輯人 弥吉光長 新京特別市昴渓路一〇二番地三六号

印刷人 駒越五貞 新京特別市西七馬路十四号

印刷所 満洲図書株式會社 新京特別市西七馬路十四号

發行所 満洲学界 新京市興仁大路第十二庁舎 国立中央図書館籌

備処内

取扱所 満洲事情案内所 新京市中央通六番地

『満洲学報』 第七

目次

大庫史料彙目続編序 附総目…羅福� 1

遼舎吾衛上将軍粛徳温墓誌跋…羅継� 9

遼上京鹽鐵副使鄭恪墓誌跋…羅継� 12

遼史訳名異同表…羅継祖 13

遼朝帝后の哀冊と慶陵

―哀冊出土の経過と三陵の比定―…田村実蔵 23

蒙古に於ける財産相続の慣習に就いて…山本守 49

関東州董家溝漢墓調査報告…三宅俊成 79

第七奥付

康徳９年２月20日 印刷

康徳９年２月25日 發行

定価二圓捨五銭

發行人 柿沼介 新京特別市興亜胡同二百七番地

編輯人 吉野倉蔵 新京特別市洪熈街第六代用官舎四八号

印刷人 駒越五貞 新京特別市西七馬路十四号

印刷所 満洲図書株式會社 新京特別市西七馬路十四号

發行所 満洲学會 新京特別市興仁大路第十二庁舎 国立中央図書館

籌備処内

取扱所 満洲事情案内所 新京特別市中央通六番地

『満洲学報』 第八・九輯

目次

鴛淵一 戸田茂喜 ｢羅氏所蔵の草本日記档に就いて｣ 1

島田好 ｢清初薩哈連部考｣ 45

園田一亀 ｢叡親王多爾袞の征西路｣ 63

山本守 ｢白�民族に関する一疑義｣ 77

三原芳信 ｢喇嘛教大蔵経に関する報告｣ 87

羅継祖 ｢遼才鎮年表｣ 115

第八・九奥付

康徳11年３月20日 印刷

康徳11年３月30日 發行

頒布定価四圓

發行人 瀧川政次郎 新京特別市順天区信和路第七官舎一七九號

編輯人 藤田祐美 新京特別市順天区同治胡同政府第六官舎南湖寮

三七六號

印刷人 杉元十郎 新京特別市豊楽路三〇一

印刷所 満洲精版株式會社 新京特別市豊楽路三〇一

發行所 満洲学會 新京特別市順天大路国務院分館 国立中央図書館

籌備処内

取扱所 満洲事情案内所 新京特別市中央通六番地
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解題

『興農』 は､ 満洲国立高等農業学校の発行する研究紀要

である｡

この高等農業学校は､ 康徳２ (1935) 年７月11日勅令第6

4号により高等農業学校官制が公布されて設置が決まった

学校で､ その事務は７月19日から文教部内において開始さ

れた (文教部�告第１号)｡ 10月３日には学校の設置場所が奉

天省瀋陽県塔湾に定められ (文教部�告第２号)､ 同年11月28

日には､ 愛知県立安城農林学校長農学博士宇田一を本学校

長として招聘､ また文教部内の事務所を廃止し12月１日か

ら塔湾の学校内において事務を開始した (文教部�告第４号)｡

12月18日には､ 本校規程が公布され､ 翌康徳３ (1936) 年

２月26日には本校規則を制定した (文教部指令第92号)｡ そし

て入学試験を実施し､ 志願者267名のなかから選抜し､ 農

学科40名､ 林学科30名､ 獣医学科30名の入学を許可してい

る｡ ４月13日には第一期生の入学宣誓式を挙行し､ ５月４

日には､ 皇帝陛下御訪日記念日校訓を制定､ また設けられ

た寄宿舎の結団式および校友会の発会式をとりおこない､

ようやく学校としての出発をとげたのであった｡

本校は康徳５ (1938) 年１月に大学令により奉天農業大

学に昇格した｡ 『満洲年鑑 昭和14年版』 の ｢民生部教育司

大学教育科所管学校竝特別教育施設 (康徳５年６月現在)｣ に

よると､ 修業年限は３年､ 教職員の定員は67名で､ 同年は

日本人15､ ｢満人｣ 29､ その他１の計45名であった｡ なお

学生数は､ 各学年100名合計定員300名で､ この年度の学生

は ｢満人｣ 281人､ その他８の計289名であったという｡

康徳８ (1941) 年には､ 他の大学ともとも本学も国立農

業大学と改称となり (｢国立農業大学官制｣ 康徳７年５月23日 勅

令第134号)､ 民生部大臣の管理に属した｡

学校長として招聘された宇田一の略歴は次のとおりであ

る｡ 明治26 (1893) 年福島県二本松町の生まれで､ 東京帝

国大学農科大学農学科を卒業し､ 農業試験所助手を経て三

重高等農林学校教授｡ その後養蚕学の研究のため欧米に留

学をして帰国後は愛知県立安城農林学校長となり1935 (康

徳２・昭和10) 年11月28日満洲国立高等農業学校長に就任し

ている｡ 宇田はその後建国大学教授として転任､ 戦後は､

1950年1月明治大学農学部教授として遺伝学・統計学・養

蚕学などを講じ､ 1961年３月退職｡ その後居は東京のまま

で1965年４月から75年３月まで岡山商科大学で生物学・自

然科学概論を担当している｡ また日本中央競馬会の顧問も

つとめた｡ 1978年８月17日慶應義塾大学病院で死去｡ 著書

に 『蚕業史及地理』 (弘道館 昭和５)､ 『遺伝と育種』 (北

隆館 1954)､ 『遺伝と結婚』 (北隆館 1957) など (履歴の一

部については明治大学の大学史研究グループ､ 岡山商科大学附属図書

館図書課のご教示によっている)｡ なおこの宇田の子息博は､

｢北帰行｣ の作者でもあり､ この顛末については､ 別稿

｢遼寧省図書館訪書記 (2007年８月)｣ の ｢附録 資料紹介

『塔影』 創刊号｣ に記した｡

この 『興農』 は､ 満洲国立高等農業学校の時代から発行

された研究紀要であるが､ これとは別に､ 高等農業学校校

友会学芸部が刊行する雑誌に 『塔影』 というものがあった｡

これについても､ ｢附録 資料紹介 『塔影』 創刊号｣ を参

照いただけると幸いである｡

なおそれぞれの論文の前に､ 宇田校長による紹介文があ

るのでこれもこの目次一覧とあわせて記載している｡

『興農』 目次一覧

第一號 康徳三年十月發行

南滿地方に於ける三圃輪栽式農業 永友繁雄

第二號 康徳三年十二月發行

承徳離宮内風致林の松樹枯損状況と之が對策 牧俊夫

本校教授 牧俊夫 熱河省承徳ノ離宮内ニ於ケル松樹枯損ノ状況ヲ親

シク視察シ其ノ所見竝ニ對策ヲ本校校友會雑誌 ｢塔影｣ ニ記載セリ

其ノ所論世ヲ裨益スル所尠少ナラザルヲ思ヒ茲ニ ｢興農｣ 第二號

トシテ印刷ニ附シ一般ニ頒布スルコトトセリ

康徳三年十二月

高等農業学校長 宇田一

第三號 康徳三年十二月發行

塔灣の地名と舎利塔 金九經

本校助教授 金九經 本校ノ所在地ナル塔灣ノ地名ノ起源竝ニ舎利塔

ノ遠隔ニ就テ研究ヲ積ムコト數ヶ月其ノ明カニセシ所ヲ本校校友会

雑誌 ｢塔影｣ ニ記載セリ 其ノ所論考證的確ニシテ史學上ニ裨益ス

ル所アランコトヲ思ヒ茲ニ ｢興農｣ 第三号トシテ印刷ニ附シ一般ニ

頒布スルコトトセリ

康徳三年十二月

高等農業学校長 宇田一

― 59 ―

『興農』 解題および目次一覧

岡村 敬二

������������������������������������������������������ ��������� ���������������������������������������������������������������



第四號 康徳四年十二月發行

馬の蓄膿症に就て 中村良一

本校助教授 中村良一 馬ノ蓄膿症ニ就テ研究セシ結果ヲ本校校友会

雑誌 ｢塔影｣ ニ登載セリ 此研究ハ斯界ニ裨益スル所尠少ナラザル

ヲ思ヒ茲ニ ｢興農｣ 第四號トシテ印刷ニ附シ一般ニ頒布スルコトト

セリ

康徳四年十二月

高等農業学校長 宇田一

第五號 康徳五年五月發行

滿洲國に於ける大豆作・高粱作・粟作の經營成果

－奉天郊外塔灣に於ける農業經營調査成績について

永友繁雄

農学科三年生

康徳四年十二月､ 本學教授永友繁雄 農学科三年生 (當時二年生)

ヲ指導シテ本學所在地ナル塔湾ニ於テ農業経営調査ヲ試ミ､ 其成績

ノ一部分ヲ ｢農業と経済｣ 誌ニ発表セリ｡ 此調査ハ斯界ノ参考ニ資

スル所尠少ナラザルヲ思ヒ茲ニ ｢興農｣ 第五號トシテ刊行シて一般

ニ頒布スルコトトセリ

康徳五年五月

奉天農業大学長 宇田一

第六號 康徳五年七月發行

北滿開拓農業に對する北海道農業の新使命 松野 傳

本校教授松野傳 北満移民地を視察して移民の農業経営と北海道と

を比較研究し一脈相通ずるものあることを明にしたり｡ この研究は

北満移民農業指導上多大の参考となるべきを思ひ､ 茲に ｢興農｣ 第

六號として刊行し一般に頒布するものなり

康徳五年七月

奉天農業大学長 宇田一

第七號 康徳五年八月發行

王府種牧場竝に札拉特緬羊改良場に於ける家畜の衛生状態

特に緬羊の傳染性流産の檢診成績と其の防遏策に就いて

高畑倉彦

本學教授高畑倉彦 王府種牧場竝に札拉特緬羊改良場に於ける家畜

の衛生状態を調査し特に緬羊の傳染性流産の檢診を行ひその防遏策

を究明せり この研究は満洲の畜産業開発上裨益する所大なるべき

を思ひ茲に ｢興農｣ 第七號として刊行し一般に頒布す

康徳五年八月

奉天農業大学長 宇田一

第八號 康徳五年九月發行

北海道に於ける新植民地更正の一事蹟－根釧原野農業開發

五箇年計畫の實蹟 松野傳

本校教授松野傳 其前任地たる北海道の新植民地に於ける開拓農業

の実績を調査せり 本研究は満洲農業移民の実施上多大の参考とな

るべきを思ひ茲に ｢興農｣ 第八號として刊行し一般に頒布するもの

なり

康徳五年九月

奉天農業大学長 宇田一

第九號 康徳五年十二月發行

犬の頸部に發生した興味ある扁平上皮腫に就て

奉天農業大學獸醫科 (部長中野教授) 高畑倉彦

中村良一

本校教授高畑倉彦 助教授中村良一 犬ノ扁平上皮腫ニ就テ研究シタ

ル成績ヲ康徳五年七月満洲獣医畜産学会総会席上ニ於テ報告スルト

共ニ同会会報ニ発表セリ 此研究ハ斯界ノ参考ニ資スベキ所多カル

ベキヲ思ヒ ｢興農｣ 第九号トシテ刊行シ一般ニ頒布スルモノナリ

康徳五年十一月

奉天農業大学長 宇田一

第十號 康徳五年十二月發行

農業科を主とせる國民高等學校に於ける農場の經營

松野 傳

本校教授松野傳 全国国民高等学校農業教師ノ夏季講習会ニ於テ学

校農場ノ経営法ヲ講義シソノ概要ヲ本學學友會雑誌 ｢塔影｣ ノ第三

号ニ発表セリ ソノ内容ハ学校農場経営ニ多大ナル参考トナルベキ

ヲ思ヒ茲ニ ｢興農｣ 第十號トシテ刊行シ之ヲ一般ニ頒布ス

康徳五年十二月

奉天農業大学長 宇田一

第十一號 康徳五年十二月發行

現代獸醫學より見たる外科的領域に於ける漢獸醫術の批判

中村良一

本校助教授中村良一 現代獸醫學ノ外科的立場ヨリ漢獸醫術ヲ批判

シタル論文ヲ本學學友會雑誌 ｢塔影｣ 第三号ニ発表セリ 本論文ハ

斯界ノ参考ニ資スル所多カルベキヲ思ヒ茲ニ ｢興農｣ 第十一號トシ

テ刊行シ之ヲ一般ニ頒布ス

康徳五年十二月

奉天農業大学長 宇田一

第十二號 康徳六年四月發行

滿洲建國後之林業發展概況 �宗文
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本校教授 �宗文 曩ニ満洲農学会代表トシテ日本ニ使シ 日本農学

会大会ニ於テ ｢滿洲建國後之林業發展概況｣ ナル研究ヲ発表セリ

本研究ハ斯界ノ参考ニ資スル所大バルベキヲ思ヒ ｢興農｣ 第十二號

トシテ刊行シ頒布スルモノナリ

康徳六年四月

奉天農業大学長 宇田一

第十三號 康徳六年六月發行

東陵北陵 兩林の施業計畫に就て ��甚一

本校教授 ��甚一氏宮内府の依頼に依り学生の夏季実習として東

陵竝に北陵の陵域測量を行ひ併せて同教授の兩陵林に対する施行計

画案を復命せり､ 調査の精密､ 立案周到正に聖域の保存及び風致の

整備に足ると共に陵林施行上参考となるべきもの多し茲に ｢興農｣

第十三號として刊行し之を頒布す

康徳六年三月

奉天農業大学長 宇田一

第十四號 康徳六年六月發行

滿洲に於ける甜菜栽培の意義

―主として農業經營上より見たる 松野傳

本校教授 松野傳 滿洲ニ於ケル甜菜栽培ノ意義ヲ究明シテ農業經營

合理化ノ問題ヲ研究セリソノ内容ハ満洲ニ於ケル甜菜ノ増産奨励上

多大ノ参考トナルベキヲ思ヒ ｢興農｣ 第十四號トシテ刊行シ頒布ス

ルモノナリ

康徳六年六月

奉天農業大学長 宇田一

第十五號 康徳六年九月發行

滿洲既耕地の生産力と肥料 柘植利久

本校教授 柘植利久 滿洲国ニ於ケル既耕地ノ生産力ト肥料ノ問題ヲ

研究シ之ヲ ｢農業ト経済｣ 誌ニ発表セリ｡ 本研究ハ斯界ノ参考ニ資

スルトコロ大ナルベキヲ思ヒ､ 茲ニ ｢興農｣ 第十三號トシテ刊行シ

頒布スルモノナリ｡

康徳六年九月十日

奉天農業大学長 宇田一

第十六號 康徳七年二月發行

滿洲開拓農業經營に於ける合理化問題―滿鐵自警村に於け

る開拓農業經營に就て 永友繁雄

本學教授 永友繁雄 滿鐵自警村ヲ視察シテ開拓農業經營ノ合理化問

題ヲ研究シ､ ソノ成果ヲ ｢農業ト経済｣ 誌ニ発表セリ｡ 本研究ハ斯

界ノ参考ニ資スル所少カラザルモノデアルヲ思ヒ､ 茲ニ興農十六號

トシテ刊行シ頒布スルモノナリ

康徳七年二月十五日

奉天農業大学長 宇田一

第十七號 康徳七年五月發行

奉天に於ける甜菜栽培に就て 奉天市皇姑屯區塔灣

我孫子六郎

本學講師我孫子六郎 奉天に於ける甜菜栽培に就て研究し､ その成

果ヲ纏めたり｡ 本研究ハ斯界の参考に資する所尠なからざるを思ひ､

茲に興農十七號として刊行し頒布するものなり｡

康徳七年五月十日

奉天農業大学長 宇田一

第十八號 康徳七年七月發行

日本人開拓農家の適正規模に関する研究 松野 傳

本學教授 松野傳 本邦に於ける日本人の開拓問題に就き種々の調査

を遂げ､ 開拓農家の適正規模に關し研究せり｡ 本研究ハ斯界の参考

に資すべき所尠からざるを思ひ茲に興農十八號と刊行し頒布するも

のなり｡

康徳七年七月

高等農業学校長 宇田一

第十九號 康徳八年三月發行

滿馬に於ける食道憇室の一例に就て 千葉正順

本學助教授 千葉正順 ｢滿馬に於ける食道憇室｣ に就き研究し之を

満洲獣医畜産学会第二六回学術講演会席上に於て報告し､ 同学会雑

誌第二十二巻第一号に発表せり｡ 本研究は斯界に貢献する所尠から

ざるものあるを思ひ茲に興農十九號として刊行し頒布するものなり｡

康徳八年三月

奉天農業大学長 宇田一

第二十號 康徳八年四月發行

滿洲に於ける實用的家畜飼養標準 中野誠一

本學教授 中野誠一 ｢滿洲に於ける實用的家畜飼養標準｣ につき研

究し ｢スカンディナヴィア飼養単位法｣ の合理化にして簡単､ 実用

的価値大なるを認め､ 之を滿洲産資料の多数を配して補遺訳出せり｡

本研究ハ直接斯界を裨益する所大なるを思ひ茲に興農二十號とて刊

行し頒布するものなり｡

奉天農業大学長 宇田一

第二十一號 康徳八年五月發行

プラウ史考―特に北海道に於けるプラウ發達史に就て
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解題

馬疫研究処は大陸科学院の一研究機関である｡

この大陸科学院は､ 満洲国の豊富な資源の開発と各部面

の産業の伸張を期し､ 政府部内各部局の試験研究とは別に

純粋な科学的研究機関を創設するため､ 康徳２ (1935) 年

３月22日勅令第18号の官制をもって成立した｡ それは康徳

元年に来満した理化学研究所所長大河内正敏博士らが関東

軍や政府各部局と協議して実現にこぎつけたもので､ 所長

に直木倫太郎､ 顧問には大河内正敏・鈴木梅太郎を戴き､

新京特別市大同大街最南端の南嶺に設置されたのである
(『満洲帝国国務院 大陸科学院要覧 康徳３年７月』)｡

そしてさらに､ こうした科学研究を単なる研究に終わら

せず､ 研究成果を広く利用・応用していくために､ また大

陸科学院を中心とした科学研究と､ 行政各部の試験調査・

指導の有機的な連携をはかるために､ 康徳２ (1935) 年８

月２日国務院訓令第32号をもって科学審議委員会が設置さ

れた (康徳４年８月７日訓令第80号改正)｡ その ｢設置要綱｣ の

一には､ ｢我国ニ於ケル資源ノ開発利用上之カ科学的研究

ニ関スル事項並資源ノ開発ニ関スル技術上ノ事項其ノ他ニ

附帯スル重要事項ヲ審議ス｣ とその目的が掲げられている｡

この科学審議委員会の会長は国務総理大臣で､ 総務長官

を副会長とし､ 政府関係各部局および大陸科学院の院長や

顧問を委員として構成された｡ また ｢科学審議委員会議事

規則｣ によれば､ 委員会は通例毎年一回召集され､ 委員の

三分の二の出席により成立し､ 議事は過半数の賛成で決定

されるとなっていた｡ またこの議事経過は記録するものと

された (『満洲帝国国務院 大陸科学院要覧 康徳４年10月』)｡

この科学審議委員会は､ 康徳６ (1939) 年３月６日の勅

令40号 ｢科学審議委員会官制｣ により再規定された｡ 審議

委員会の重要性が再認識されたのであろう｡ この官制によ

ると､ 委員会の設置および目的は､ ｢科学審議委員会ハ国

務総理大臣ノ監督ニ属シ資源ノ開発利用及厚生ヲ目的トス

ル科学的研究及其ノ応用ニ関スル重要事項ヲ調査審議ス｣

とされ (第一條)､ 会長は総務長官､ 委員長は大陸科学院長､

委員および特別委員は､ 関係官署高等官や学識経験者のな

かから国務総理が委嘱するものとされた｡ また委員会の所

轄事項を分掌するために部や分科会を設置することができ､

その部の決議をもって委員会の決議とすることができると

定められていた (第三条から六條)｡ そしてこの部および分

科については､ 康徳11年２月16日政府公報により ｢科学審

議委員会部及分科規程｣ として定められている (『満洲国法

令輯覧』)｡

(注) なお､ この科学審議委員会分科会の速記録の一部を入手す

ることができたので､ それについてはこの稿の文末に補論として

述べることとする｡

また康徳４ (1937) 年１月には､ 国内研究機関の統一方

針により､ この大陸科学院もその組織を大きくしていく｡

つまり ｢単ニ社会教育機関ニ過キサリシモノ｣ (『満洲帝国国

務院 大陸科学院要覧 康徳４年10月』) とされた旧哈爾浜文物研

究所を大陸科学院に接収し北満における科学的研究機関と

してこの地域の研究体制を充実させることとなった｡ さら

に2月には､ 馬疫の病原研究およびその予防・治療方法と

りわけ鼻疽や炭疽の研究にあたらせるため､ ここに取り上

げる馬疫研究処を大陸科学院の管理下に新設することとなっ

たのであった｡

それまで馬疫研究処は馬政局に附置されていた｡ つまり

満洲国においては､ 馬疫とりわけ鼻疽・炭疽の蔓延とその

影響は深刻なものがあるとの認識のもと､ 大同２ (1933)

年に馬政局を創立してそれ以来その防疫対策を講じてきた｡

そして３ヵ年の計画をもって馬疫研究処の設立を期するこ

ととなり､ 康徳３ (1936) 年９月５日の第二回科学審議委

員会にようやく付議されて設置についての協議がおこなわ

れることとなった｡

この協議では､ 各種研究機関が分立するのを避けるため

に､ 馬疫研究処についても大陸科学院に統合して研究処を

設置することで意見が一致し､ 翌４年２月８日馬疫研究処

官制案が閣議に上程され､ 18日勅令第13号をもって官制の

公布をみて創設となったのである｡ その第一条には ｢馬疫

研究処ハ大陸科学院長ノ管理ニ属シ馬疫ニ関シ左ノ事項ヲ

掌ル｣ として､ �病源検索および研究､ �予防および治療

方法の研究と講習､ �血清および予防血液の製造に関する

事項の三項目があげられていた｡ 当初の職員体制は､ 処長､

研究官６人､ 事務官１人､ 副研究官11人､ 属官９人､ 研究

士33人､ 技士２人であり､ 処長は研究官をあてるものとさ

れていた (第二条)｡ 処長は大陸科学院長の指揮監督を受け

て処務を行うものとされ研究処の分科規程は大陸科学院長

が定めるとなっていた｡

なお初代処長は安達誠太郎で､ 研究処の所在地は新京特

別市寛城子東南､ 総面積18万3897平米､ 本館・厩舎および

小動物舎延面積約3625平米であった｡

処長の安達誠太郎は､ 明治19年三重県生まれ｡ 東京帝大

農学部を卒業後陸軍獣医学校教官､ 陸軍獣医中佐､ 大同元
(1932) 年８月奉天にて関東軍臨時病馬収容所長､ 関東軍司

令部附事変勤務のかたわら満洲国馬政計画に参画､ 大同２
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(1933) 年７月の馬政局設立に際し軍政部理事官馬政局第

一科長 (第３科長兼務) に転出､ 康徳４ (1937) 年２月の

馬疫研究処創設にともない処長に就任し馬政局技正を兼務

した｡ 康徳７ (1940) 年７月に新京畜産獣医大学教授､ 康

徳９ (1942) 年３月官を辞し獣医中佐､ 同年３月賽馬事業

振興のために設けられた満洲馬事公会理事兼総務部長を勤

めた (『満洲紳士録 第4版』 1943年､ ｢安達誠太郎供述書｣ 『人体実験－

731部隊とその周辺』 同文館 平成３年｡ なお同書は 『日本帝国主義侵

華档案資料選編』 第5巻 『細菌戦与毒気戦』 から訳出されたものであ

る)｡

この安達の履歴に出る関東軍臨時病馬収容所は､ 関東軍

第一〇〇部隊の前身にあたるもので昭和６ (1931) 年11月

に成立した｡ 病馬の治療のほか､ 馬の伝染病が発生した折

に技術者を現地に派遣し､ 病原菌の採集と保存につとめた｡

安達はこの関東軍臨時病馬収容所の第二代所長で､ 大同元
(1932) 年８月から翌年７月まで勤めている｡ この関東軍臨

時病馬収容所は病馬廠と称されるようになり､ 康徳３ (19

36) 年８月１日､ 軍令陸甲満洲駐屯部隊編成下令をもって

臨時病馬収容所を母体とした関東軍軍馬防疫廠が誕生した｡

それが関東軍第一〇〇部隊と改称されたのは､ 康徳８ (19

41) 年第６代所長獣医大佐並河才三の任期中であった｡ ま

たそれは対外的には獣疫予防部と称された (前掲 ｢安達誠太

郎供述書 1954年８月16日｣ ｢同 1954年７月10日｣､ 三友一男 『イワノ

ボ将官収容所虜囚記 細菌戦の罪』 泰流社 1987年)｡ 同じく安達の

供述によると､ この一〇〇部隊の仕事は､ ひとつは馬疫研

究処と同様に炭疽・鼻疽・腺疫・媾疫､ 伝染性貧血の研究

および血清の製造という防疫上の研究でこれは関東軍獣医

部長の指導を受けていた｡ もうひとつの仕事は細菌戦に関

するもので､ 関東軍参謀第一課の指導を受け､ 技術的には

関東軍獣医部長の指導を仰いでいたという (前掲 ｢安達誠太

郎供述書 1954年７月10日｣)｡

さて本題の馬疫研究処であるが､ これはすでに述べたよ

うに､ 康徳４ (1937) 年２月に大陸科学院の下部組織とし

て創立された｡ ここでは､ 細菌・病理・化学・製剤の各研

究室を設け､ 鼻疽の予防と治療方法の発見､ 炭疽に有効な

ワクチンや血清の製造に対する研究を目標として活動をし

てきた｡

また康徳５ (1938) 年には､ 科学審議委員会の決議によ

り北満地方における蚊の被害予防およびその駆除方法につ

いての研究にも着手している (『満洲帝国国務院 大陸科学院要

覧 康徳５年８月』)｡ なお安達は､ 研究処で保存した細菌を､

のちの一〇〇部隊の細菌研究に用いられたとも述べている｡

それは具体的には､ 康徳５ (1938) 年から炭疽・鼻疽・腺

疫・媾疫の4種の菌株を提供し始め､ 辞職する康徳９ (1942)

年まで続けられたという (前掲 ｢安達誠太郎供述書 1954年８月1

6日｣)｡

また康徳元 (1934) 年には関東軍獣医部長田崎武八郎の

指示で新京に畜産獣医学会が創設されており､ 馬疫の実情

や防疫工作の研究成果を馬政局や後身の馬疫研究処､ 日本

軍､ 満洲国軍などに発表させ､ 討論をおこなって学術水準

を高めることが試みられた｡ 学会は毎年２回､ 馬政局やそ

の後身の馬疫研究処で開催された (｢安藤誠太郎自筆供述書195

4年７月27日｣､ 前掲書)｡ この学会の紀要は 『満洲獣醫畜産學

会雑誌』 (新京 滿洲醫畜産學會 畜産局 発行人久米定一 昭和６年７

月18日届出) で､ 研究成果はここで発表された｡ なお馬疫研

究処の研究成果は､ この 『満洲獣醫畜産學会雑誌』 でも発

表され､ 研究処の刊行物である 『馬疫研究處研究報告』 や

『馬疫研究處彙報』 などにも載った｡

馬疫研究処が発表した主な研究内容は､ 安達の ｢自筆供

述書｣ によればつぎのとおりであった (前掲 ｢安藤誠太郎自

筆供述書1954年７月27日｣)｡

甲 鼻疽：感染実験､ 鼻疽の症状および経過､ 血液検査法､

マレイン検査法｡

乙 炭疽：予防種痘の改良法､ 皮下注射法の効果､ 炭疽菌

の毒力実験､ 炭疽菌の培養実験､ 炭疽菌の動物実験､

炭疽菌の採集法｡

丙 媾疫：血液検査法､ 治療法および予防法

丁 腺疫：細菌採集､ 血清製造の改良､ 腺疫菌の種類､ 採

集､ 培養法および動物実験など｡

また会員にみせた標本はつぎのとおりであった｡

甲 鼻疽：鼻腔､ 肺､ 各種内臓､ 脳｡

乙 炭疽：心臓､ 肝臓､ 腎臓､ 脾臓､ 大腸､ 小腸｡

丙 媾疫：皮膚､ 睾丸､ 窒管､ 子宮｡

丁腺疫：皮膚､ 気管､ 肺､ 脳､ 鼻腔､ 心臓､ 肝臓､ 脾臓｡

こうした研究の資料は､ 関東軍参謀長の通達をもって､

毎年一〇〇部隊の希望により提供もされたという｡

なお､ この馬疫研究処とは別に､ それまで満鉄の試験研

究機関であった獣疫研究所および地質研究所が､ 満洲国治

外法権撤廃により施設人員が大陸科学院に移管されている
(康徳５年３月31日勅令第42号 ｢獣疫研究所官制｣､ 同勅令43号 ｢地質

調査所官制｣､ 『満洲帝国国務院 大陸科学院要覧 康徳６年６月』)｡

つぎに研究処の職員体制を大陸科学院の要覧からあげる

と次のとおりである｡
『満洲帝国国務院 大陸科学院要覧 康徳４年10月』

研究官 馬疫研究処長安達誠太郎､ 山田重治､ 北島三郎

研究士 神田濟､ 星加房一郎､ 徐慧章､

事務官 金子嘉一､

属官 川村主税

『満洲帝国国務院 大陸科学院要覧 康徳５年８月』

【馬疫研究処長】安達誠太郎

【総務科】科長 事務官 金子嘉一､ 属官 川村主税､ 属官 夏

鴻恩､ 臺蘭階

【細菌研究室】主任 研究官 山田重治､ 副研究官 渡樌利夫､

研究士 村瀬信雄､ 研究士 (兼) 宮下保治､ 研究士 星加房一

郎､ 研究士 (兼) 池田一二､ 研究士 (兼) 徐慧章､ 研究士

田�珠

【病理研究室】主任 研究官 北島三郎､ 研究士 (兼) 魯喀世

金､ 研究士 松島良一､ 嘱託 我妻正三郎

【化学研究室】代理主任 副研究官 末兼敏夫
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【製剤研究室】代理主任 副研究官 上田敏夫､ 研究士 (兼)

村瀬信雄､ 研究士 宮下保治､ 研究士 (兼) 星加房一郎､ 研

究士 池田一二､ 研究士 徐慧章､ 研究士 (兼) 研究士 田�
珠

『満洲帝国国務院 大陸科学院要覧 康徳６年６月』

【馬疫研究処長】 安達誠太郎

【総務科】科長 事務官 金子嘉一､ 属官 川村主税､ 属官 津

留濤､ 属官 夏鴻恩､ 属官 臺蘭階､ 属官 李�河､ 属官 原田

二郎､ 属官 奥嘉藤次､ 委任官試補 岩瀬昇

【細菌研究室】 主任 研究官山田重治､ 研究士 村瀬信雄､

研究士 星加房一郎､ 研究士 (兼) 宮下保治､ 研究士 (兼)

池田一二､ 研究士 清水文康､ 研究士 我妻正三郎､ 研究士

田�珠､ 研究士 (兼) 徐慧章､ 委任官試補 韓有庫

【病理研究室】主任 研究官 北島三郎､ 研究士松島良一､ 研

究士 (兼) 魯喀世金､ 研究士 許安文､ 委任官試補 高木三郎､

委任官試補 陳鵬超

【化学研究室】代理主任 副研究官 末兼敏夫､ 研究士 當山

眞秀､ 委任官試補 佐藤祐次､ 委任官試補 浅野総一郎彦二

【製剤研究室】主任 副研究官 渡樌利夫､ 副研究官院 上田

敏夫､ 研究士 (兼) 村瀬信雄､ 研究士 (兼) 星加房一郎､ 研

究士 宮下保治､ 研究士 池田一二､ 研究士 (兼) 清水文康､

研究士 (兼) 田�珠､ 委任官試補 小割利美､ 委任官試補 稲

垣芳男

このように研究活動を行ってきた馬疫研究処であるが､

康徳９ (1942) 年３月11日には ｢馬疫研究処分科規程｣ が

｢政府公報｣ で示されて改正された｡ 最後に､ この康徳９

年の分科規程による処内の研究組織を今一度掲げておく
(『満洲国法令輯覧』)｡

庶務科…官印・人事・文書・会計・営繕・製品配給・庁内取

締・研究発表事務・図書および資料・講習・他室の主管に属

さない事項

細菌第一研究室

・鼻疽に関する細菌学的研究､ 調査および鑑定

・前号の細菌に対する殺菌および消毒に関する研究

・前号の細菌に対する血清および予防液類の製造

細菌第二研究室

・感染性流産症その他鼻疽・炭疽および腺疫をのぞくの外一

般馬疫に関する細菌学的研究､ 調査および鑑定

・前号の細菌に対する殺菌および消毒に関する研究

・前号の細菌に対する血清および予防液類の製造

細菌第三研究室

・馬の炭疽および腺疫に関する細菌学的研究､ 調査および鑑

定

・前号の細菌に対する殺菌および消毒に関する研究

・前号の細菌に対する血清および予防液類の製造

病理研究室

・鼻疽その他の一般馬疫に関する病理学的研究､ 調査および

鑑定

・伝染性貧血症に関する研究､ 調査および鑑定

化学研究室

・鼻疽その他の一般馬疫に関する化学的研究､ 調査および鑑

定

害虫研究室

・媾疫に関する研究､ 調査および鑑定

・馬の寄生虫その他害虫類の調査および研究

・馬の寄生虫その他害虫類の防除法に関する研究

が設けられた

ここでは､ 麻布大学所蔵 『馬疫研究處研究報告』 の第一

号を見ることができただけで､ 目次もこの号のみの掲出で

あり､ いささか解題ばかりの論考となった｡

この 『馬疫研究處研究報告』 については､ 『東北地方文献

聯合目録 第一輯 報刊部分』 に､ 吉林省図書館・東北師範

大学図書館の所蔵分として康徳８ (1941) 年３月の第二号

が採録されてある｡ 今回これは未見であり､ その後の刊行

の事情についてもまだ明らかにできていない｡ 今後の研究

に待ちたいと考えている｡

馬疫研究處研究報告 第一号 康徳７年９月

鼻疽菌聚落の解離 持田勇…1

鼻疽菌株間の性状比較研究村瀬信雄 佐藤祐次 田�珠…87

死菌ワクチンの鼻疽感染防止力に関する研究 (第一報)

山田重治 清水文康…101

Prontosil に依る鼻疽の化学的療法の研究末兼敏男

當山眞秀…11

通遼方面に於ける馬の伝染性流産の調査成績と満馬の血清

学的考察 大庭幸介…123

S牧場に発生したる馬の伝染性流産菌症の主として血清学

的かんさつ 大庭幸介…133

北黒沿線辰清附近に於ける虻類の調査 高木三郎…155

北満に於ける鳥類の食性に就てルカスキン…171

奥付

康徳７年９月１日 印刷

康徳７年９月10日 発行

発行所 馬疫研究處 新京特別市寛城子 国務院大陸科学院

代表者 安達誠太郎

印刷所 印刷廠 新京特別市吉林大路

定価 ￥ 2.00

(補記) 科学審議委員会分科会速記記録について

この ｢馬疫研究処研究報告｣ の解題でのべたように､ 科学

審議委員会は､ 大陸科学院の科学研究と､ 行政各部局の実践

的な試験調査とを連携させて活動を展開するために康徳２

(1935) 年８月２日に設けられたものである｡ それは､ 康徳
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６年３月９日の勅令により ｢科学審議委員会官制｣ として格

上げされる形で再規程された｡

そしてそこでは､ 国務総理大臣の監督のもとで､ 資源開発

や研究利用のために科学研究や応用について調査し審議する

ものとされていた｡ この官制では､ 会長は総務長官､ 委員長

は大陸科学院長で､ 委員および特別委員は､ 関係部署の高等

官や学識経験者のなかから委嘱されることになっていた｡

さらにこの科学審議委員会は､ その任を効果的に果たして

いくために､ 部や分科会を設置することができるとされてお

り､ その部の決議をもって委員会の決議とすることにもなっ

ていた｡ つまりこの部や分科会には､ 大きな権限と責任が持

たされていたということになる｡ こうした重大性に鑑みて､

｢科学審議委員会部及分科規程｣ が定められ､ 康徳11年２月1

6日の政府公報により公示された (『満洲国法令輯覧』)｡

この規程によりその組織編成を少しみておく｡ 部は第一部

から第六部までの六部編成で､ それぞれに分科会が設けられ

ていた｡ これらを整理して示すと次のようになる｡

第一部

農業分科会

第一分科会…農業の生産技術方面の科学的事項を調査審議

第二分科会…農作物の処理に関する科学的事項を調査審議

畜産分科会…畜産に関する科学的事項を調査審議

林業分科会…林業または林産物に関する科学的事項を調査審

議

繊維分科会…植物または動物繊維に関する科学的事項を調査

審議

有機化学工業分科会…一般有機化学工業に関する科学的事項

を調査審議

気象分科会…気象に関する科学的事項を調査審議

第二部

金属分科会…鉄鋼または非鉄金属に関する科学的事項を調査

審議

燃料分科会…固体､ 液体または気体燃料に関する科学的事項

を調査審議

無機化学工業分科会…一般無機化学工業に関する科学的事項

を調査審議

地質分科会…地質､ 鉱物､ 鉄床または探床に関する科学的事

項を調査審議

選鉱分科会…選鉱に関する科学的事項を調査審議

機械分科会…機械に関する科学的事項を調査審議

第三部

電気分科会…電気に関する科学的事項を調査審議

電気化学工業分科会…電気化学工業に関する科学的事項を調

査審議

土木分科会…土木に関する科学的事項を調査審議

建築分科会…建築に関する科学的事項を調査審議

第四部

第一分科会…予防医学に関する科学的事項および他の分科会

の主管に属さない保健衛生に関する事項を調査審議

第二分科会…治療医学に関する事項を調査審議

第三分科会…薬学または衛生材料に関する事項を調査審議

第五部

開拓第一分科会…開拓に関する農業経済ならびに農村建設に

関する事項および他の分科会の主管に属さない事項を調査

審議

開拓第二分科会…開拓に関する土地の利用開発､ 生産技術お

よび加工技術に関する事項を調査審議

開拓第三分科会…開拓に関する農民ならびに農村厚生に関す

る事項を調査審議

第六部

防空第一分科会…建築物ならびに工作物の防空 (対弾､ 対爆､

対火) 的構造および偽装迷彩に関する事項を調査審議

防空第二分科会…消防､ 灯火管制および警戒に関する事項を

調査審議

防空第三分科会…救護､ 防疫および防毒に関する事項を調査

審議
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解題

『満洲講演』 は､ 講演会の形式をとった啓蒙のための雑

誌で､ 大學書房の発行､ 第一輯は康徳６ (1939) 年10月の

刊行である｡ 対象は､ 満洲国の中堅官吏や教育家､ 会社員

から国民一般まであるとされた｡

大學書房社主は石見榮吉で､ 同氏の刊行の辞によれば､

この発行は､ 書房創立五周年を記念し､ 読者各位への謝恩

のために､ また国策遂行に寄与するため､ 刊行に踏み切っ

たものであるという｡ 内容は､ 政治・経済・産業・交通・

学術・宗教・教育・文芸などの諸問題で､ 満洲国において

は内地に比べて権威ある諸氏の言説に接する機会に恵まれ

ず知識の涵養が得がたいとの状況を打破するために､ 低廉

で確実なかたちでその機会を提供しようというものであっ

た (石見栄吉 ｢『満洲講演』 発行に就き｣ 『満洲講演』 第一輯 康徳６

年10月)｡

このおなじ発刊の辞によれば石見榮吉は､ 康徳元年

(1934) 年に渡満して民政部警務司 『満洲国警察』 の刊行

に従事したという (なお警務司は康徳４年７月に治安部移管されて

いる)｡ そして ｢満洲国文化の開発を志し｣ 職を辞し､ ｢大

學書房｣ を創立して ｢出版報国｣ のために専念してきた｡

第一輯の ｢祝満洲講演発刊｣ に名前を連ねて創刊に祝意

を表している機関は､ 国務院総務庁弘報処・満洲帝国協和

会中央本部・満洲警察協会・満洲電信電話株式会社放送部・

満洲帝国教育会・満洲事情案内所である｡ 弘報処は広報関

係の統制機関で､ 康徳４ (1937) 年６月５日の国務院官制

改訂により総務庁情報処から改称となり､ ７月１日からそ

の名称で活動した (勅令第119号)｡ 管掌としては､ 世論の指

導や文芸・音楽・演劇・映画・唄片・図書等の普及､ 弘報

機関の指導監督であり ｢出版物､ 映画其ノ他ノ宣伝物ノ取

締ニ関スル事項｣ が明記されている (国務院官制22条)｡ ま

た警察協会の名前もみえるがこうしたことから､ 警察出身

の石見が､ 警務司在職中に雑誌刊行を通じて培った満洲国

の警察関係者の人脈を大切にしてきたことも窺える｡ ほか

に協和会や教育会の名前もあり､ 満洲国の広報に関わる部

署がよくおさえられているとの印象である｡

大學書房の得意な出版領域は法律関係であり､ この 『満

洲講演』 の早い時期に広告が載っている大學書房刊行の出

版物には､ 高野武雄 『満洲労務管理概論』､ 遼陽検察庁書

記官笹隈藤吾 『注釈刑事訴訟記録』 (日文版・満文版)､ 満洲

新聞社政経部記者平本壽 『法幣崩壊の現地打診』､ 新京法

政大学教授松木太郎 『満洲会社法講義』 などがあり､ その

後にも他に村教三 『滿洲物權法講義』､ 日野文雄 『約説満

洲二千年史』 なども刊行し､ こうした法律関係の出版社と

しても､ 官庁と深い関係を築いてきたのであろう｡

康徳９ (1942) 年の本誌に掲載されている出版物を揚げ

ておくと､ 安東市公署地政科長野村貞信 『満洲会社法と実

際事務』､ 高橋輝正 『ソウエト財政金融論』､ 新京法政大学

講師 『満洲企業法總論』､ 中央警察学校嘱託日野文雄 『日

本研究視察者に與ふ』､ 治安部警務司編纂 『満洲帝国 日文

警察法規類纂』 (加除式)､ 治安部警務司編纂 『満洲帝国

日文 警察法規類纂 追録』 などである｡ このように､ 警察

法や会社法・企業法関係の法令を刊行している力を伸ばし

てきた出版社であることがわかる｡

こうした満洲国官庁との深い関係は､ 第一輯に掲げられ

た ｢賛助員御芳名｣ をみてもよく知れる｡ ここには満洲国

官僚や国策会社役員､ 大學教員や文化機関の長の名前72名

があがる｡ 法曹治安関係では､ 最高検察庁次長平田勲・総

務庁次長兼治安部次長薄田美朝・治安部警務司長植田貢太

郎・首都警察庁副総裁田村仙定らの他に吉林省や龍江省な

ど八省の警務庁長があがる｡ 国務院総務庁では弘報処長武

藤富男・次長谷次亨・監察官山菅正誠・企画処長神田暹・

企画処参事官香川鐵蔵､ また民生部では次長神吉正一・教

育司長田村敏雄・教育司編審官寺田喜治郎､ 建国大学では

副総長作田荘一・教授辻権作・向井章・稲葉岩吉､ 文化機

関・研究機関として国立中央博物館長藤山一雄・博物館遠

藤隆次・大陸科学院長鈴木梅太郎・研
(ママ)

究官加藤二郎・大同

学院学監中井重義､ 国策会社では満洲興業銀行理事松田義

雄・一色信一・満洲炭礦理事長河本大作・満洲生命保険理

事長高橋康順､ 他に協和会本部総務部長皆川豊治・新京特

別市副市長関谷悌蔵・満洲開拓公社総裁坪上貞二らである｡

満洲国において､ たとえば協会の理事や役員などこのよう

に各界の知名人士をあげるのは常態ではあるが､ こうした

方法により大學書房も､ 官界や国策会社などにまとめて納

入をしたいと考えたのであろう｡

さらにこの大學書房および社主石見榮吉は､ 康徳７

(1940) 年２月創設となる満洲出版協会設立の折にもその

名前がみえる｡ すでに新京の編集関係者らは寄って官庁出

版物編輯倶楽部を結成していたが､ それがあらためて参集

するところとなり満洲出版協会を結成したのである｡ ２月

20日に広報協会に集結して第一回準備打合せ会を開催した

が､ そのときに､ 満洲弘報協会・満洲国通信社・満洲事情

案内所・弘報処・協和会弘報科・満洲行政学会・満日文化

協会・満洲新聞社などとならんで大学書房も参加している｡

他に出版社としては､ 明文社・大阪屋號書店・満洲図書会

社・大同印書館・巌松堂らもみえるが (『満洲国現勢 康徳８
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年』)､ いずれにしても､ 満洲国における有力な出版社であっ

たということになろうか｡ このときに大學書房石見榮吉は

協会理事に就任している｡ ちなみに､ 新京におけるこの満

洲出版協会の会員はつぎのとおりであった｡
新京…巌松堂書店西村数一､ 協和書苑大橋敬直､ 月刊満洲社城

島徳寿､ 建国学会太田知之､ 興亜社下平永男､ 興亜文化出版社

新井練三､ 新京興信公所清水末一､ 三省堂新京出張所鈴木晉､

新大陸社北本孝尊､ 多以良書房大橋敬直､ 大学書房石見栄吉､

大同印書館村上正雄､ 大陸建設社小野義徳､ 大陸出版社浅利豊

治郎､ 丸善新京出張所小笠原盛香､ 満洲行政学会大谷保､ 満洲

雑誌社野間清三､ 満洲木材通信社山辺十一､ 満洲出版社鍋島吉

正､ 満洲司法協会馬場社､ 満洲社小原克巳､ 満洲人事異動通信

社毛内淳恵､ 満洲吹奏楽普及会藤村和夫､ 満洲文祥堂佐藤好郎､

森野商店森野常太郎､ 益智書店宋毅､ 啓智書店宋小濂､ 公民報

社出版部李日明､ 国風書店関鴉彬､ 四宝堂姜希文､ 新京印書館?

正文､ 新京書店顔心栽､ 大陸書局孫子方､ 農業進歩社耿立徳､

白山書店趙璽廷､ 博文印書館伝文挙､ (以下哈爾浜市) 哈爾浜

興信所広岡光治､ 哈爾浜商況通信社佐藤象次郎､ 哈爾浜書房原

好一､ 商務印書館楊遜之､ 新家庭社降自天､ 大東書局趙仲勲､

文化堂加蔵享三

(『全満及新京地区 組合其他団体名簿 康徳九年度版』)

なお､ この石見榮吉は戦後においても､ 大學書房の名前

で出版社を起こしている｡ 1947年には､ 自らが編者となり

『檢察實務例規集成』 を出版した｡ ちなみに満洲文化運動

史においてはよく引かれる北村謙次郎 『北辺慕情記』 (昭

和35年９月) も大学書房の刊行物である｡

この 『満洲講演』 は当初一名から二名程度の講演を記録

として掲載したようだが､ また再録もあったようである｡

第26輯 (康徳７ (1940) 年11月25日) には､ 小林秀雄 ｢事變の

新しさ｣ が載るが､ これは昭和15 (1940) 年８月に 『文学

界』 に掲載されたものである｡

本誌を入手するには会員になるとの方式をとっているよ

うで､ 一年間拾円とさほど高いものではない｡ 半年の申し

込みも可としているが､ 一ヵ年申込者には布製綴じ込み表

紙を進呈するとしていた (第一輯 ｢パンフレット ｢満洲講演｣

申込規程｣)｡ 当初の販売社は､ 巌松堂書店と文祥堂があげ

られている｡ この新京の巌松堂書店とは､ 明治中期東京に

開業の巌松堂書店の支店であり､ 大正初期に京城支店を開

いた後､ 昭和10年代に建国大学が設立されるにあたって瀧

川政次郎からの要請で新京に支店を開設したとされ､ その

蔵書票として ｢春明書荘｣ が用いられたと言う｡

(http://www.ihonya.com/sanshorou/about.htm 2009年２月

21日アクセス)｡ 文祥堂というのは､ 銀座の文祥堂の支店

で､ 新京の大興公司の一筋南西側康徳会館の地下室全体を

印刷工場､ 一階を文房具売店と喫茶室とし､ 佐藤好郎が切

り盛りしていたという (北村謙次郎 『北辺慕情記』)｡

康徳９ (1942) 年４月の第46輯には９本の論文が掲載さ

れるにいたっている｡ 41輯から45輯をまだ見ることができ

ないでいるが､ この46輯の ｢マイン・カンプ研究｣ が (４)

となっていることを考えると､ 満洲国建国十周年を記念し

て､ 複数の論文を掲載する政治雑誌の体裁を取り始めたの

かもしれない｡ この号あたりは売捌元として大正通信社が

あがるが､ 今回見ることができた第51輯の奥付では ｢全満

各書店にあり｣ と出ている｡ 当初は､ 書店販売もあったが

会員制が主体であり､ この時期からは政治雑誌化して書店

販売を主力にしたのではないかと考えられる｡ また康徳６
(1939) 年３月総務庁書籍雑誌配給機構整備要綱､ 12月民生

部の満洲書籍配給株式会社設立要綱により満洲書籍配給株

式会社 (満配) が設立されたこともあり､ また康徳８年12

月に満配が全満洲を５区に分かって営業所を直営とするな

ど書籍配給に統制を加えたことも､ 関係しているのかもし

れない｡

この 『満洲講演』 については､ 遼寧省図書館所蔵分を閲

覧した｡ 大連市図書館社会科学参考部･黒龍江省図書館採

編部共編 『東北地方文献聯合目録』 には､ １－15､ 17－40､

46－57輯まで所蔵とでているが､ 今回の閲覧では第51輯ま

でにとどまった｡ また 『中国蔵満鉄資料聯合目録』 では国

家図書館のみの採録となっており､ 10､ 41－42､ 47輯とで

ている｡

『滿洲講演』 目次一覧

第１輯 (康徳６年10月25日)

時局下の家庭食生活に就て

滿洲糧友會副會長 陸軍主計少將 丸本彰造

ネルチンスク條約二百五十年を記念して

建國大學教授文學博士 稻葉君山

パンフレット ｢満洲講演｣ 申込規程

○申込方法 適宜申込書 (ハガキにても可) に御住所､

職業､ 氏名を明記捺印の上大學書房満洲講演係宛御送付

ありたし｡

○会費 一ヵ年 金拾圓 (半年申込みも可) 但し一ヵ

年分前納申込者に対しては布製綴込表紙贈呈のこと

○払込方法 振替口座 (新京二四番) に振込用紙を以て

御納入又は振替にて御送金のこと

○講演パンフレット 申込会員には講演を蒐録せる ｢満

洲講演｣ を毎月二回又は三回送附す｡

○一ヶ団体申込 一ヶ所に於いて十名以上の団体申込に

は会費割引の特典あり｡

奥付

康徳６年10月20日 印刷

康徳６年10月25日 発行

編輯人 森井松次 新京特別市慈光胡同401

発行人 石見榮吉 新京特別市慈光胡同401

印刷人 和木本久 新京特別市中央通り44

印刷所 満洲新聞社印刷所 新京特別市中央通り44
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発行所 図書出版 大學書房 新京特別市慈光胡同401

発売所 書籍販売 巌松堂書店 新京特別市東一條通 電話3-3842

発売所 書籍販売 文具店 文祥堂 新京康徳会館内 電話 2-1665

第２輯 (康徳６年11月10日)

生活必需品の配給統制に就て

生活必需品會社調査課長 石�直男

問題のポーランドを語る 陸軍少將 長谷部照�
第３輯 (康徳６年12月10日)

我國産業當面の重要問題 産業部大臣 呂榮寰

滿洲に於ける石炭需給に就て

日滿商事株式會社常務取締役 前田寛伍

第４輯 (康徳６年12月25日)

統制經濟と小賣商の將來

◇統制經濟はいつまで續くか？

◇消費者に對する小賣商の責任｡

◇小賣商は儲かってゐる？

◇小賣商の許可制はどうなる？

明治大學講師 粟屋義純

第５輯 (康徳７年１月10日)

弘報宣傳の使命に就て 總務廳弘報處長 武藤富男

ラヂオの文化的使命 新京中央放送局副局長 金澤覺太郎

資料 汪精衞氏新中國の進路明示 三民主義の理論と實際

第６輯 (康徳７年１月25日)

ソヴイエト・ロシヤの國格 建國大學�授 松山茂二郎

所謂 ｢東亞新秩序の建設｣ に就て

前北支臨時政府顧問 湯澤三千男

第７輯 (康徳７年２月10日)

最近の歐洲事�
―天津租界問題を中心に ― 外務局次長 田代重徳

滿洲の映畫を語る 滿洲映畫總務部長 山梨稔

第８輯 (康徳７年２月25日)

支那のスパイとその文獻 建国大學�授 稻葉君山

滿洲に於ける漁業開拓團に就て

牡丹江省開拓廳長 井上實

資料 近代戰とスパイ

第９輯 (康徳７年３月10日)

歐洲動亂と滿洲經濟の動向

滿洲中央銀行總裁 田中鐵三郎

開拓の父東宮大佐を憶ふ 滿洲拓植公社總裁 坪上貞二

資料 戰爭とロシヤの經濟

第10輯 (康徳７年３月25日)

治安工作の體驗を語る

内容 ◇理論よりも實行 ◇治安工作の原則 ◇武力工作

◇三角地帶の工作 ◇東邊道の工作 ◇三江省の工

作 ◇熱河省の工作

吉林省警務廳長 村井矢之助

第11輯 (康徳７年４月10日)

滿洲開拓政策に就て 滿洲開拓總局長 結城�太郎

開拓協和の實踐 開拓總局總務處長 五十子卷三

第12輯 (康徳７年４月25日)

國民と厚生政策 民生部次長 神吉正一

滿洲建國と日本肇國の精神

協和會首都本部副長 金子定一

生活とことば―特に滿洲在住の女性の―

民政部編審官 一谷�昭

第13輯 (康徳７年５月10日)

國都新京の全貌を語る

内容 １. 都市計劃に就て

２. 郊外發展計劃に就て

３. 交通機關の将来

４. 大家族主義に就て

５. 住宅問題及低物價策

６. 今後の�育問題

７. 中等學校�設問題

８. 質疑､ 座談會

新京特別市副市長兼國都建設局長 關屋悌藏

第14輯 (康徳７年５月25日)

動亂の歐洲と東亞の新情勢 治安部軍事顧問 花谷正

王道國家の軍隊と警察 治安部次長 澁谷三郎

第15輯 (康徳７年６月10日)

歐洲動亂とソ聯の動向

内容 ◇虎と栗鼠の戰爭

◇歐洲の四大巨頭

◇老獪なスターリン

◇今次大戰の原因

◇ロンドン空襲計劃

◇ヒットラー自働車道路

◇マサリック線

◇チエツコの乗取り

◇ハツハ大統領と會見

◇伊大利抱込み策

◇花より團子のソ聯

大阪毎日新聞編輯副主幹 布施勝治

第17輯 (康徳７年７月10日)

東亞新秩序の建設と滿洲國民

眞宗本願寺派執行 梅原眞隆
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第18輯 (康徳７年７月20日)

滿洲建國と支那事變 陸軍中將 石原莞爾

第19輯 (康徳７年８月10日)

經濟に於ける自由主義と統制主義

―附・經濟警察の實際― 首都警察副總監 田村仙定

第20輯 (康徳７年８月25日)

科學者の觀たる食料問題

大陸科學院長農學博士 鈴木梅太郎

新大陸生活の提唱

滿洲生活必需品會社調査課長 石�直男

第21輯 (康徳７年９月10日)

歸還の言葉 中野實

事變と武士道 菊池寛

第22輯 (康徳７年９月25日)

東亜新秩序建設の原理 文學博士 鹿子木員信

第23輯 (康徳７年10月10日)

現下の國際情勢に就いて 駐滿大使館參事官 田代重徳

成吉思汗壕と其の傳説 齊々哈爾鐵道局 鬼木魁

第24輯 (康徳７年10月25日)

―東京日日新聞社主催― 新體制を聽く座談會

出席者 大政翼賛會事務總長兼總務局長 有馬�寧

準備會常任幹事 内務次官 挾間茂

同輔佐役 企画院調査官 奥村喜和男

同常任幹事 法制局長官 村�直養

第25輯 (康徳７年11月10日)

現代世界思想に就いて 建國大學副總長 作田莊一

慶祝日に就いて 總務廳弘報處長 武藤富男

第26輯 (康徳７年11月25日)

國際情勢の展望 關東軍報道班長 長谷川宇一

事變の新しさ 評論家 小林秀雄

第27輯 (康徳７年12月10日)

文官令改正の要點 總務廳參事官 双川喜文

首都のペスト防疫に就いて 首都警察副總監 田村仙定

第28輯 (康徳７年12月25日)

人生の生き方と考え方 民生部教育司長 田村敏雄

第29輯 (康徳８年１月10日)

觀て來た獨伊の国民生活 經濟部貿易科長 高津彦次

第30輯 (康徳８年１月25日)

東�､ 乃木兩聖將を憶ふ 海軍中將 岩村俊武

滿洲重工業の一年 滿洲重工業資料科長 坂田謙吉

寫眞と間諜 報道寫眞協會幹事長 小林正壽

第31輯 (康徳８年２月10日)

世界新秩序の建設と印度問題 辯護士 山根敏三

時局と道義經濟 哈爾濱商工公會 加藤明

第32輯 (康徳８年３月10日)

新體制と協和會運動 協和會中央本部 坂田修一

第33輯 (康徳８年３月25日)

佛印､ 蘭印の現状と米國の動向 海軍少將 山田滿

第34輯 (康徳８年４月10日)

隣組の運營と將來の展望 滿洲出版協會會長 新井練三

第35輯 (康徳８年４月25日)

満洲建國の思ひ出

協和會中央本部長 陸軍中将 三宅光治

文化財の生産と配給 總務廳弘報處長 武藤富男

第36輯 (康徳８年５月10日)

人間はなぜ病氣をするか？

民生部技監醫學博士 太平得三

第37輯 (康徳８年５月25日)

歐洲より歸りて 外務大臣 松岡洋右

北支と滿洲 滿日新京支社 福田政藏

第38輯 (康徳８年６月10日)

―現地報告― 蘭印をめぐる世界の爭覇 來間恭

第39輯 (康徳８年６月10日)

藝文指導要網に就て 總務廳弘報處長 武藤富男

第40輯 (康徳８年７月10日)

最近のドイツを觀る 軍事經濟評論家 齋藤直幹

第46輯 (康徳９年４月８日) 國體の精華・特別攻撃隊

千載�史に芳し・特別攻撃隊 大本營發表

火烙冲天・鐡片飛ぶ 盡忠鬼神も哭かむ 大本營發表

從容死地に征く 平出海軍報道部長

日露戰爭と大東亞戰爭 佐藤賢了少將

英京で戰爭祝賀會 紐育港で觀艦式を 平出海軍大佐

革新日本の動向 (一) 奥村喜和男

時局談話室 横田 武

恩聖をあまねく南方へ 津田信吾

ヒトラー著 ｢マイン・カンプ｣ 研究 (四) 石川準十郎

第47輯 (康徳９年５月10日) 共榮圏建設の先駆滿洲國

卷頭言 共榮圏建設の先驅滿洲國の地位

日本皇室を始め奉り朝野に謝恩の至情披瀝
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張謝恩特派大使

大東亞皇化圈の世界君臨性 橋本欣五郎

日支問題解決の鍵 吉井 �春

革新日本の動向 (二) 奥村喜和男

時局談話室 長門浦人

英國及印度人の裏切者こそ我等の憎むべき闘爭敵手だ

チャンドラ・ボース

讀者短信 本誌記者編

ヒトラー著 ｢マイン・カンプ｣ 研究 (五) 石川準十郎

第48輯 六月號 (康徳９年６月８日) 盛上る建國十周年

卷頭言 躍進大滿洲帝國の盛事 于總司令宣言

興亞國民動員大會を終へて 東條英機

印度人蹶起獨立すべき好機 目覺めよ孤兒濠洲の指導者

東條英機

興亡を決するもの 平出英夫

東亞共榮圈の民族政策 (一) 山内一男

時局談話室 横田武

誌友短信 本誌記者編

故石見榮太郎君を悼む 宮下爲友

ヒトラー著 ｢マイン・カンプ｣ 研究 (六) 石川準十郎

第49輯 七月號 (康徳９年７月８日)

卷頭言

全印度に漲る反英抗爭熾烈化に鑑るも亞細亞の反逆者�政

権は決然反省せよ…3

國力躍進の基礎たる産業經濟刷新の方途 久原房之助…6

獨裁権強化再確認を要求 アドルフ・ヒトラー…17

大東亞戰爭と滿洲 笠神志都延…23

印度の敵は英國なり速やかに印度を去れ 盤谷印度獨立大

會…41

時局談話室 長門浦人…46

ヒトラー著 ｢マイン・カンプ｣ 研究 (七)

石川準十郎…51

第50輯 八月號 (康徳９年８月８日)

卷頭言 �政権は南京政府の傘下に歸一協力せよ…4

國力躍進の基礎たる産業經濟刷新の方途 久原房之助…6

船不足に悩む米英 安保清種…15

大東亞共榮圏と民族政策 山内一男…21

第二期建國の中心課題 田川博明…27

時局談話室 横田武…34

誌友短信 編輯部編…38

ヒトラー著 ｢マイン・カンプ｣ 研究 (八)

石川準十郎…40

第51輯 九月號 (康徳９年８月８日)

大東亞操觚者大會を了へて 卷頭言…1

國力躍進の基礎たる産業經濟刷新の方途 久原房之助…4

大東亞共榮圏と民族政策 山内一男…12

滿洲國の現勢に就て 武藤富男…21

滿洲農業の共榮圏的價値 十田豊…30

北滿農村雜記 飯野清雄…43

ヒトラー著 ｢マイン・カンプ｣ 研究 (九)

石川準十郎…51
奥付

編輯人 森井松次 新京特別市慈光胡同401

発行人 石見榮吉 新京特別市慈光胡同401

印刷人 和木本久 新京特別市中央通り44

印刷所 満洲新聞社 新京特別市中央通り44

発行所 大學書房 新京特別市慈光胡同401

電話 2-5435･7301 振替口座 新京 24番

全満各書店にあり

満洲講演 第51輯

康徳９年９月３日 印刷

康徳９年９月８日 発行

定価 四拾銭

定価表 一ヶ月分 四十銭 郵費不要

六ヶ月分 弐圓四十銭 同

一ヵ年分 四圓八十銭 同

御注文は必ず前金に願ひます｡

年極読者十名以上の組織者には弊誌一ヵ年分御贈呈申上げます｡

広告掲載御希望の方は､ 御一報次第社員を参上させます｡
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解題

満洲における芸術写真の世界については､ 『満蒙年鑑 昭

和７年版』 (昭和６年12月 中日文化協会) の ｢写真｣ の項目に

概況が出る｡ それによると､ 満洲にあっては､ 大連が港を

抱えまた無税港であるために､ 器械類や材料が容易に手に

入ることにより､ 内地日本に比べても早くから発達の機運

にあった､ とされる｡ そしてすでに明治43 (1910) 年には､

写真術の研究とその向上を目的とした大連写友会が設立さ

れて､ 木戸忠太郎が会長に就いている｡ それは会員二百数

十名を擁した大規模なものであった｡

『支那在留邦人人事興信録』 (1926年) によれば木戸忠太

郎は､ 明治５年京都生まれで明治31年東京帝国大学理科大

学地質学科卒業後東京鉱山監督署に勤務､ のち農商務省鉱

山局､ 八幡製鉄所を経て､ 40年満鉄に入社し地質調査所長

をつとめた人物である｡ この大連写友会は作品を発表しま

た会報を出して活動したが､ 第一次世界大戦により材料の

輸入が止まったことから休会のやむなきにいたった｡

その後日本においても写真雑誌がさかんに刊行され､ そ

の刺激もあって満洲においても芸術写真の研究団体が創設

されていく｡ 大正10 (1921) 年５月には､ 木村正道・原田

勝平・田中武夫・岡本一雄・井本幸一らにより､ 満鉄社員

を中心とした遼東写光会が誕生した｡ 同会は毎年展覧会を

開催し､ 日本から講師を招いて講演会を開きまた会報も発

行した｡ 大正12年12月には淵上白陽が作品の審査にあたっ

ている (この項竹葉丈 ｢淵上白陽と満洲写真作家協会関連年表｣ 『日

本の写真家 ６淵上白陽と満洲写真作家協会』 1998年 岩波書店)｡

大正15 (1926) 年７月には､ 大阪毎日新聞社大連支局の

支援を得て､ 金井章次・水野新幸・井本幸一を発起人とし

て満洲写真研究会が結成された｡ またその展覧会が､ 児玉

源太郎関東庁長官を総裁に戴き古沢丈作を会長にして開催

され､ 写真界に衝撃を与えた｡ 第二回以降は､ 遼東写光会

が主催し､ 歴代の関東庁長官を総裁とし満鉄総裁や張学良

を名誉顧問として開催されている｡

そして昭和３ (1928) 年には淵上白陽が満鉄に入社する｡

満鉄社員会の機関誌 『協和』 編集長八木沼丈夫の招聘であっ

た (前掲竹葉丈 ｢淵上白陽と満洲写真作家協会関連年表｣)｡ 淵上の

来満により満洲の写真界は一層の発展をみせていく｡

翌昭和４年には､ 大連をはじめ各地域の団体を糾合して

満洲写真聯盟が結成され､ 展覧会もこの聯盟の主催で開か

れた｡ この展覧会は､ 奉天をはじめ東京・大阪・北京にも

巡回され､ 日本のカメラ雑誌にも満洲の作家の作品が多数

発表された｡ それまでに大連写真同好会・光影倶楽部・奉

天斜影会・奉天白光会・長春写真同好会などが結成されて

活動を展開していたが､ 昭和６ (1931) 年現在で活動して

いたのは､ 遼東写真光会・光影倶楽部・アマチュアカメラ

倶楽部・奉天斜陰会・白光会とされる (以上 『満蒙年鑑 昭和

7年版』)｡

ここでとりあげる 『滿洲寫壇』 は昭和６年11月の創刊で

ある｡ もっぱら写真趣味の普及促進を目標として､ 記事も

通俗的なものとして刊行した (｢編輯後記｣ 『満洲写壇』 第６巻

８号 昭和11年８月)｡ 初号の発行所は新樹社とされ発行人は

青山捨夫である (『満洲年鑑 昭和11年版』)｡

なお青山捨夫は､ 明治23年４月石川県の生まれ｡ 金沢一

中､ 師範学校第二部を卒業後小学校の訓導となり､ 大正7

年10月に渡満､ 大連常盤小学校で教鞭をとる｡ 常盤小学校

時代の大正11年２月から 『子供新聞』 を発刊する｡ これは

常盤小学校の機関誌として一般にも開放されて６年間続い

た｡ 昭和３年2月に児童教育の社会化を志して教育界を去

り､ ３月に満洲日報社に入社し ｢こども頁｣ を担当する｡

なお若い頃から写真に興味を持ち､ 大正11年末には 『カメ

ラ界』 を編集刊行､ ３ヵ年におよんでいる (『満蒙日本人紳

士録』､ 『満洲芸術壇の人々』)｡ こうした編集手腕から､ 『満洲

写壇』 の発行者となったのであろう｡ なお春路は号である｡

昭和９ (1934) 年ころには新型カメラがデビューし､ 満

洲の写真界も大きく発展した｡ また昭和９年から10年にか

けて富士写真フィルムや日瑞貿易社などが満洲の市場をめ

がけて進出してきたことも､ その進展を促す要因ともなっ

た (『満洲年鑑 昭和11年版』)｡ 昭和10年にあっても依然として

小型カメラが流行し､ 大小の写真倶楽部が生まれたとされ

る (『満洲年鑑 昭和12年版』)｡

なおこの時期に活動していた写真研究団体は同年鑑によ

れば次のとおりである｡

大連…大連アマチュア映画協会 (満洲写壇社内)､ 新光倶

楽部 (橋詰洋行内)､ 光影倶楽部 (森洋行内)､ 光画研究

会 (萬玉研洋行内)､ 遼東写光会 (佐野洋行内)､ 満洲写

真作家協会 (大連市聖徳街)､ 航空写光会 (日本航空内)､

大連光芸会 (中央試験所内)､ 満日写友会 (満洲日日新

聞社内)､ 大連医院カメラ倶楽部 (この項 ｢写壇ニュース｣

『満洲写壇』 第５巻11号 昭和10年11月)｡

奉天…奉天光画会 (木村洋行内)､ 奉天ライカ同人会 (木

村洋行内)

新京…国都写真研究会､ 康徳写友会

哈爾浜…哈光クラブ
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このうち奉天光画会については､ ｢奉天光画会規定｣ に

よると､ 事務所は浪速通木村洋行内におき事務は木村洋行

がおこなうこと､ またその目的は､ 趣味写真の研究とそれ

を楽しむ同好者の親交をはかること､ 会費は月60銭､ 毎月

第三土曜日の例会に出席して審査や批評を受けることがで

き､ 入選作品には賞品が贈られるとされる (｢写壇ニュース｣

『満洲写壇』 第５巻７号 昭和10年７月)｡ この会の会員募集発表

の数日後には早や80名の応募があったというから満洲の写

真熱はかなり高いものであったといえよう (｢写壇ニュース｣

『満洲写壇』 第５巻８号 昭和10年８月)｡

この会は昭和11年当初からは休会状態に入ったが､ 同年

中ごろに山田正治・服部勝・岡本満らが中心となり､ 名称

を大連光画研究会と改めて再編成をしている (｢写壇雑報｣

『満洲写壇』 第６巻６号 昭和11年６月)｡ 昭和12年２月には幹事

会を開いて役員を改選し､ 青山春路・米城善右衛門を顧問

に､ 服部勝を幹事長に選んでいる (｢会の消息｣ 『満洲写壇』 昭

和12年３月)｡

奉天ライカ同人は､ ｢同人規定｣ によれば､ 事務所は浪

速通木村洋行内におき､ その目的をライカ所持者およびラ

イカ研究希望者による相互技術向上と親交をはかることと

し､ 会費は４ヶ月４円銭､ 毎月 ｢ライカ｣ の配布を受けて

全日本ライカクラブ員の資格を得ることができた｡ さらに

第三水曜日の例会に出席して審査や批評を受け､ 入選作品

には賞品が贈られた (｢写壇ニュース｣ 『満洲写壇』 第５巻９号

昭和10年９月)｡

またこの国都写真研究会とは別組織かどうか不明だが､

新京には国都映画研究会という組織があった｡ それは会場

の都合で久しく休会していたが昭和10年8月5日に都留氏宅

で例会を再開したという (｢写壇ニュース｣ 『満洲写壇』 第５巻８

号 昭和10年８月)｡

この 『満洲写壇』 は､ 満鉄社員をその主力とした満洲界

のアマチュア写真家向けの雑誌で､ 作品の発表や各団体の

消息などが詳しく知らされる｡ これら満洲写真界の動向や

団体や研究機関の活動状況は､ 誌面の ｢写壇ニュース｣ や

｢写壇雑報｣ に載る記事によりみることができるが､ ここ

では､ 先に記した団体以外の､ 新たに結成された団体をあ

げることで､ その後の満洲写真界の活動の一端を見てみる

ことにしたい｡

昭和10 (1935) 年11月には木村洋行の後援で大連写真研

究会が創設されている｡ これは､ 近年にカメラを所持し､

写真を趣味とするひとが増えて､ その適切なアドバイスを

する機関が必要となったためであるとされる｡ その第一回

の研究会が23日大連羽衣高等女学校で開催された｡ この研

究会の顧問には､ 淵上白陽・青山春路・時目清・唐津俊二

が就き､ 会員は約60名である｡ ｢大連写真研究会会則｣ に

よれば､ その目的は､ 初歩者に対する実地指導､ 会員の親

睦におかれていた｡ 月一回の例会､ 年一回の講習会を開催

し､ 随時コンテストや撮影競技会を開催するとしていた｡

会費は年３円で､ 事務所は大連昭和西通の木村洋行に置く

とされた (｢写壇雑報｣ 『満洲写壇』 第５巻12号 昭和10年12月)｡ そ

して創設後約１年､ 写真技術も上達をとげたとして､ 10月

23日から第一回展覧会を大連浪速町幾久屋楼上にて開催し

ている｡

昭和11年には 『満洲写壇』 は創刊五周年 (第六巻) を迎

え､ １月に ｢冬の満洲を主題としたもの｣ の記念懸賞募集

が行われた (｢編輯後記｣ 『満洲写壇』 第６巻第１号 昭和11年１月)｡

２月になり満洲写真趣味普及会が結成された｡ これは大

連浪速町樫村洋行の ｢社会奉仕的精神｣ によるもので､ 写

真趣味の一層の進歩発展を期するものとされる｡ 事業は､

趣味普及のための宣伝､ 撮影会､ 講習会､ 座談会､ 技術指

導などであった｡ 会の代表者は千葉清夫である｡ そして第

３月21日には一回の撮影大会として､ 大連石井漠舞踊研究

所の振り付け指導による舞踊撮影大会が開催されている｡

これは石井漠の新作舞踊を､ 音楽をいれて２回公演し､ 二

度目には美しいとされるポーズばかりを演じるものであっ

た｡ 千葉代表の挨拶のあと､ 青山春路の舞踊撮影について

の講演があり､ 舞踊に移って撮影が開始された｡ 600名ほ

どの同好者が集まっており､ たいそう盛況であった (｢写壇

雑報｣ 『満洲写壇』 第６巻３号 昭和11年３月､ 第６巻４号 昭和11年

４月)｡

３月には､ 満洲電電大連管理局内に､ 電電写友会が創設

された｡ 会長は松尾勝三､ 庶務係江原一郎・安武信男､ 会

計係二宮義雄､ 相談役に野原太市・佃省吾・藤田泰祐・櫻

間為我・椎木幹雄で､ 毎月例会を開いている (｢写壇雑報｣

『満洲写壇』 第６巻８号 昭和11年８月)｡

５月､ 大連機関区に勤務する写真同好者により､ 政徳信

義を指導者として大連機関区写友会が創設されている｡ 会

長は藤野賢六､ 幹事に吉田育・大川勇・三宅国一・江口英

士で､ 発会式は20日､ 会員数42名､ 毎月機関庫倶楽部にお

いて例会を開催した (｢写壇雑報｣ 『満洲写壇』 第６巻７号 昭和

11年７月)｡

またこのころ､ 満洲シネコダック協会が義昌洋行の後援

で誕生している｡ ８ミリ16ミリシネコダック愛用者を中心

とした会で､ 第一回公開映写会を開く予定としている｡ こ

の協会会則では､ シネコダック愛用者相互の親睦を図り､

また技術研究をおこなうことを目的とし､ シネコダック所

有者であることを資格要件とされた｡ 協会本部は､ 大連市

山県通の義昌洋行内であった (｢写壇雑報｣ 『満洲写壇』 第６巻

８号 昭和11年８月)｡

創刊６年目にはいる昭和11 (1926) 年の 『満洲写壇』 の

編集後記では､ これまで記事の通俗化に努めて編輯をして

きたことを述べ､ 現今では日本国内の写真雑誌においても､

競って大衆的な記事を掲載してきており､ 本誌にあっては

こうした努力をする必要もなくなり､ 写真の趣味について

もアマチュア各自がおこなうことで写真趣味の普及につい

ては自然の勢いにまかせることとし､ 今後は､ ｢専らアマ

チュアの中堅に呼びかけ､ 写真趣味の健全なる発達に向かっ

て全力を注ぎたい｣ と､ 雑誌の方向性を少し修正している
(｢編輯後記｣ 『満洲写壇』 第６巻８号 昭和11年８月)｡ そしてまた

昭和12年の新年号においても､ アマチュアカメラマンの多
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くが基礎技術を習得してレベルが上がってきたとの認識の

もとに､ 冬の現像方法とか､ 露出のコツとかの基礎的な技

術ではなく､ もっぱらアマチュアの ｢思想涵養に主眼を置

き､ 主として､ 評論的な記事を載せる｣ との方針を継承す

ると述べて､ 雑誌の方向性を再確認している (｢編輯後記｣

『満洲写壇』 第７巻第１号 昭和12年１月)｡

満洲写真趣味普及会は８月22日､ 大連羽衣高等女学校に

おいて講演会を開催した｡ 講師は ｢満洲写壇｣ 主幹青山春

路で ｢近代芸術写真の解剖｣ を講演､ 続いて淵上白陽が

｢芸術写真の理想｣ と題して話をしている｡ 参会者は約500

名と盛況であった｡ またイーストマンコダック製作 ｢近代

芸術論｣ が当初は映写の予定であったが､ フィルムの未着

により､ 替わりにアマチュア代表の映画二本が上映された
(｢写壇雑報｣ 『満洲写壇』 第６巻９号 昭和11年９月)｡ 商社や製造

の業者が事務局を受持ち､ 後援を受けて成立していたこれ

らの団体ではあるが､ こうして熱心に研究活動が持続され

ていたのである｡

おなじく昭和11年に､ 満鉄自動車部員の写真同好者を会

員として光曜会が創設された｡ 指導は満鉄写真部の一色辰

夫である｡ 規約によれば､ 満鉄自動車部員を中心とした同

好会で､ 事務所は満鉄自動車部内､ 毎月最終日曜日に例会

を開き､ 会員はこの会に出席して一点以上の作品を出品す

るものとされた｡ この会は昭和12年５月､ 会の増大化や将

来の発展を期して会の名称を大連写真作家集団と改称した｡

役員は､ 顧問淵上白陽､ 主宰一色辰夫､ 役員木村清・江見

光男・渡辺熊雄・猪口助司・吉田栄一・山中忠次であった
(｢写壇ニュース｣ 『満洲写壇』 昭和12年５月)｡

大連や奉天・哈爾浜に比べて活動が不活発であった国都

新京においては､ 満洲写真界の長老井本幸一が中心となっ

て昭和11年６月ごろから倶楽部の創設が模索されていたが､

ようやく国務院光影会の名称で会が成立した｡ 名誉会長は

国務総理大臣､ 会長が総務庁長と､ 国都新京国務院の団体

だけあって大掛かりで､ 井本幸一を講師とする講習会や野

外撮影会などを開催して活動を開始した (｢写壇ニュース｣

『満洲写壇』 第７巻１号 昭和12年１月)｡ 井本は明治45 (1912)

年５月に満鉄に入社､ 総務部事務局調査課､ 大同元 (1932)

年国務院法制局統計処に転じている｡ 日本にいるころから

写真技術に長けて､ 大連写友会に入会､ 大正10 (1921) 年

には写光会の発起人となり代表幹事をつとめた人物である
(『満洲芸術壇の人々』 『昭和12年版 満洲紳士録』)｡

昭和12 (1937) 年信義・内田稲夫らを中心に､ 全総局を

含む一大写真研究団体として､ 総局写真研究会が結成され

ている｡ 写真の研究と会員の親睦が目的で､ 会員資格は鉄

道総局員であった (｢写壇ニュース｣ 『満洲写壇』 昭和12年４月)｡

このように満洲の写真界にあっては満鉄社員が人数的に

も有力であり､ 社の異動で多くの会員がその所属の場を換

えることになるが､ 今次の異動では奉天に多くの満洲写真

作家協会の会員が集結した形となった｡ その結果､ 昭和12

年３月30日に社員倶楽部において奉天支部を結成する運び

となった｡ そして早や４月には満毛百貨店ギャラリーにお

いて創立第一回作品展覧会が開催されている (｢写壇ニュー

ズ｣ 『満洲写壇』 昭和12年５月)｡

また３月25日には同じく奉天において､ 営業写真技師ら

により肖像写真研究を主としたポートレート研究会が結成

されている (｢写壇ニュース｣ 『満洲写壇』 昭和12年５月)｡

哈爾浜鉄路局では､ 入江理・磯辺新・中山晴夫らが発起

人になり､ 哈鉄写真部光画会が創設された｡ 事務所は哈爾

浜鉄路局総務処福祉科内で会長は軍司義男であった (｢写壇

ニュース｣ 『満洲写壇』 昭和12年６月)｡

このように各地に愛好者の団体が発足し､ 『満洲写壇』

は､ その発表の場であるとともに､ 情報発信の起点でもあっ

た｡ 雑誌は初号から青山春路を発行者にすえ､ この青山が

満鉄社員でもあることから､ 愛好者の団体も満鉄社員主体

のものも多かったようである｡ 各団体とも多くはその事務

は洋行各社が受け持ち､ また会自体の事務所は満鉄の部局

内に置かれ､ 満鉄社内の同好会という形態であった｡

また雑誌の編輯人は淵上白陽で､ この雑誌は､ この二人

の主導により刊行されていったと考えてよい｡ なかでも青

山は､ 各種団体の顧問などを受持ち､ また講演会にも呼ば

れて､ 『満洲写壇』 の編輯実務も担い､ 満洲写真界で大き

な存在であったと思われる｡

この 『満洲写壇』 については､ 創刊号からしばらくの号

をみることができないでいるのだが､ 昭和10 (1935) 年７

月号からまとまって遼寧省図書館のものを閲覧することが

できたので､ その目次を掲出する｡ 『満洲写壇』 は､ 昭和

13 (1938) 年11月24日に 『滿洲カメラ時報』 と改題された

が､ それらの号はまだみることができないでいる｡

なお､ 『満洲写壇』 の奥付をみていくと､ 第６巻10号
(昭和11年10月) まで､ 目次も記事も奥付の編輯人名も ｢淵

上白楊｣ となっており､ 11号から ｢淵上白陽｣ と変わって

いる｡ 目次は白楊とあるものはそのまま ｢白楊｣ と表記し､

解題は白陽で統一している｡

『滿洲寫壇』 目次一覧
滿洲寫壇 第五卷第七號 (昭和10年７月)

寫眞

人形…�山�村

岩に碎ける…來村廣紀

東陵の石門…市岡光葉

國道風景…田澤禮二

飛行機競寫大會入選印畫…石原正太郎

同……………………………�山�村

同……………………………村瀬義男

同……………………………山口勝雄

同……………………………有地義人

同……………………………新井恒男

同……………………………打越定男

同……………………………有賀光司
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記事

日本寫眞文化史研究 土肥雄二…205

露出時間に關する考察 �山春路…209

常識寫眞英語…213

奉撫國道撮影會の記 河内武代…214

ハルビンのカメラ祭雜感 ＲＹＯ…216�材映畫原案 ｢牛乳｣ 佐々木悌三…218

飛行機を主題とする撮影會懸賞寫眞 審査概評

各審査員…220

飛行機撮影會懸賞入選者發表…222

ピントグラス…223

寫眞商賣往來 巡囘カメラ修繕業 禿滑隱士…224

通俗寫眞講話 ｢人生到る處好題材あり｣ はるみち…226

寫壇ニュース…232

編輯室から…236

奥付

｢満洲写壇｣ 七月号 定価三十銭

一年分十二冊 三円五十銭 本誌の御註文はすべて前金に願ひま

す

昭和十年六月三十日 印刷納本

昭和十年七月一日 発行

編輯人 淵上白楊 大連市外黒礁屯七六四

発行人 青山春路 大連市山吹町三八

印刷人 吾妻力松 大連市東公園三一

印刷所 満洲日報社印刷所 大連市東公園三一

発行所 満洲写壇社 大連市山吹町三八

滿洲寫壇 第五卷第八號 (昭和10年８月)

寫眞

ＡＧＥ…M.F.J.Coppens.

初夏…打越定男

初夏の少女…加藤正之介

老人…有田三�
村童…高岡眞治

水瓶…齋藤茂

老顏…堀出一雄

タンク…大島利信

二人の女…松原亮

眺望…福島東三

記事

寫眞趣味の勃興と倶樂部の盛衰 �山春路…237

日本寫眞文化史研究 土肥雄二…242

夏季に於ける現像處理のコツ 斗南生…246

常識寫眞英語…249

雲の燒込み 山本晃…250

小型映畫趣味を語る Ｙ生…257

ハルビンの寫眞展を見る ＲＹＯ…260

通俗寫眞講話 夏の海邊寫眞 はるみち…262

ピントグラス…268

寫壇ニュース…269

編輯後記…272

滿洲寫壇 第五卷第九號 (昭和10年９月)

寫眞

APPLES…from Applied Photography

EGGS… 同

YOUTH… 同

BUTTONS…同

夏の北陵…高松岩太郎

赤ん坊…野中春二

海の若人…内田稻夫

海邊小景…幡谷武夫

池の精…來村廣紀

海邊の女…岩熊來志郎

海の女王撮影會スナツプ

記事

寫眞趣味の普及と現象燒付サービス �山春路…273

日本寫眞文化史研究 土肥雄二…276

要塞地帶内の寫眞撮影に就いて 唐津俊二…278

小型映畫からの引伸新研究 �川嶺羊…280

常識寫眞英語…287

カメラは嗤ふ ××生…288

シナリオコント ｢バナナの皮｣

ＨＡＲＵＪＩ作…290

カメラハイキング豫告…292

ハルビンカメラ祭の作品展を觀る…294

通俗寫眞講話 ｢カメラの選擇｣ はるみち…296

ピントグラス…303

マーケツトニユース…304

寫壇ニユース…306

編輯後記…311

滿洲寫壇 第五卷第十號 (昭和10年10月)

寫眞

高原の初秋…内田稻夫

窓…坂本克巳

夏家河子の朝…内田實

男裝の女…加藤正之助

露天市場點描…�山春路

路傍の靜物 (其の一)

同 (其の二)

売る人買ふ人 (其の一)

同 (其の二)

同 (其の三)

同 (其の四)

裏街の盲人音樂師

蛇を売る男

記事
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日本寫眞文化史研究 土肥雄二…314

露出要領と現象の要領 �水正二…318

パンクロフイルムの撮影と現像 中田司陽…322

引伸印画の要領 政�信義…326

オパールの現像と仕上げ 内田稻夫…329

ある日の會話思ひ出を語る

淵上白楊 高津敏 �山春路…331

内外ニュース…334

ピントグラス…337

寫壇ニュース…338

カメラ交換欄…340

編輯後記…341

滿洲寫壇 第五卷第十一號 (昭和10年11月)

寫眞

實りの秋…岸本貞

ポプラの並木…井上正鑑

エンボイ…有賀光司

街道の町…小島保三

眞夏…重松龍太郎

本社主催カメラハイキング懸賞入選印畫

水汲み…中村倉造

玉蜀黍…神山緑村

秋のデザイン…永坂�香

廟の秋…三杉始

秋…安藤�
記事

日本寫眞文化史研究 土肥雄二…344

カメラ壽命を縮めないためにはどんな注意が必要か

千葉�夫…349

日本寫眞技術の飛躍的海外進出…352

カメラの旅 �山春路…353

フイルターの亂用 山本晃…360

カメラハイキング印畫評 春路…360

ある日の座談 寫眞雜話 Ａ生記

語る人 米城善右衛門 淵上白楊 千葉清夫 池崎實

青山春路…362

ピントグラス…368

内外ニュース…369

マーケツトガイド…374

カメラハイキング入賞者發表…375

寫壇雜報…376

カメラ交換欄…381

編輯後記…382

滿洲寫壇 第五卷第十二號 (昭和10年12月)

寫眞

ある藝術家の印象…加藤正太郎�蔭…内田實

タンク…岩熊來志郎

少女…福島東三�會の前…久保不万止

二人の女…谷口弘

聖堂…山本辰五郎

ゲバルト寫眞撮影大曾入選作品

一等…關林藏

二等…福井昇

同……瀧北正一

記事

昭和十年の寫眞界を囘顧す �山春路…383

カメラ壽命を縮めないためにはどんな注意が必要か

千葉�夫…386

茶碗を用ひるロールフイルムの現像法 春路生…390

引伸中生ずるカブリの原因とその豫防…391

彼の寫眞趣味 洋太郎…392

寫眞人物月旦 ｢千葉�夫氏｣ …392

小型原板の難物スポツトの豫防 紫峰生…394

カメラハイキング偶感漫話 ＸＹＺ…396

常識寫眞英語解説…399

さても抜け目ない寫眞屋さんの新戰術 浩生…400

哈爾濱哈光倶樂部 第一囘展を見る ＲＹＯ…402

ピントグラス…404

マーケツトアナウンス…405

内外二ユース…406

寫壇雜報…408

カメラ交換欄…413

編輯後記…414

第五卷總目次…415

滿洲寫壇 第六卷第一號 (昭和11年１月)

寫眞

RECESS…from Applied Photography

GRAPES……… 同

FRESHNESS… 同

FRUIT………… 同

雲…岩井原貞一

公園印象…佐藤實

バスと影…安田明雄

線…�水正義

小平島風景…水野�
旅大風景…葉室正隆

記事

年頭のことば �山春路…1

年頭所感三題 ＲＹＯ…2

私のカメラ道樂 千葉�夫…6

寫眞趣味の變態性 山本晃…10

新春漫談 寫眞趣味問答 洋太郎…14

ゲバルト社發表の新反轉現像法 �山春路…18

絶對暗�の中でも物が立派に寫る…21
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本誌創刊五周年記念懸賞寫眞募集規定…22

カメラハイキング懸賞寫眞審査感想 春路生…24

通俗寫眞講話 微粒子現像 はるみち…26

マーケツトアナウンス…33

ピントグラス…34

内外寫眞二ユース…36

寫壇雜報…39

カメラ交換欄…42

編輯後記…43

滿洲寫壇 第六卷第二號 (昭和11年２月)

寫眞

Thirsty………F.Y.Sato

A Same Drams…… 同

Broken Vase……… 同

路傍に憐みを乞ふ人…�山春路

丘の子等…同人

無題…館曉星

樹…坂本克己

荷車…草野豊

雪の夕暮…渡邉輝夫

銀盤に躍る…綱木守

記事

寫眞趣味と戸外運動 �山春路…45

皃童讀物寫眞の利用 ＲＹＯ…51

カメラの取扱上の注意 千葉清夫…54

光電池露出計について �山春路…57

寫眞川柳漫談 洋太郎…63

フオトガイドの設立を提唱す ＸＹＺ…67

私は何故脚を擧げるのか 内山光明…70

懸賞寫眞副賞一覽…73

本誌創刊五周年記念寫眞募集規定…74

印畫製作要項…76�酸加里とその猛毒 ＳＫ生…77

ピントグラス…78

内外寫眞二ユース…79

寫壇雜報…81

カメラ交換欄…84

編輯後記…85

滿洲寫壇 第六卷第三號 (昭和11年３月)

寫眞

Shadow from Garden…F.Y.Sato

The lantern……………… 同

殘霧…加藤正之介

冬…高松岩太郎

洗髪…石�直男

光と影…安藤�
母と子…坂本克己

靜物…法橋節造

上陸…永尾正

庭の雪…佐藤正晴

記事

本来のカメラ祭について �山春路…87

着想と作畫苦心 F・Y・SATO…91

フオトマニアの種々相 山本晃…94

撮影について注意 内田稻夫…98

これから寫眞をお始めになる方へ 千��夫…102

撮影會異變 ｢モデルとギヤング｣ RＹO…105

寫眞英語解説…112

カメラ祭豫告…113

懸賞寫眞副賞一覽…114

本誌創刊五周年記念寫眞募集…116

懸賞寫眞製作要項票…118

ピントグラス…119

マーケツトアナウンス…120

内外寫眞二ユース…121

寫壇雜報…123

カメラ交換欄…128

編輯後記…129

滿洲寫壇 第六卷第四號 (昭和11年４月)

寫眞

姉妹…永尾 正

いゝ氣持…佐藤光睛

食べなちゃい…石�直男

村…水野正保

チユーリツプ…高橋守一

全世界ＥＫ懸賞入賞作品…O.C.Billings

同…………M.B.Graham

同…………O.P.Dickert

同…………G.E.Martin

舞踊…�山春路

記事

撮影道�の提唱 �山春路…131

これから寫眞をお始めるになる方へ (續) 千葉�夫…132

アミドル禮讃 Ａ生…135

撮影に伴ふ失敗 山本晃…138

近頃の話題 ｢盜み寫しの可否｣ 洋太郎…141

寫眞英語解説…143

シナリオ ｢二人のミツキー｣ 中川波留美…144

引伸の要領 内田稻夫…146

カメラ祭豫告 150

寫眞藝術論 �山春路…152

ピントグラス…159

内外寫眞二ユース…160

寫壇雜報…162

カメラ交換欄…166

編輯後記…167

― 76 ―



滿洲寫壇 第六卷第五號 (昭和11年５月)

寫眞

本誌創刊五周年記念懸賞入選印畫

雪の滿洲…坂本克己

凍海を漁る…石原正太郎

歸路…石�直男

銀盤に戯る…高田正雄

聳える十字架…大下勳

水汲み風景…秋山一郎

凍る落陽…中村倉造

各倶樂部例曾印書

雪道に影落ちて…館 暁星

靜物…加藤正之助

影は奏でる…來村廣紀

記事

定着操作中の安全光について �山春路…170

撮影に伴ふ失敗 山本晃…173

初歩者は先づ安物カメラから 雅峯生…176

引伸機の光源としての紫外線 永島英一…179

レンズ漫談 千葉�夫…181

寫眞は贅澤趣味か ⅩＹＺ…184

カメラマンの眼に映じた國境の風物 ＲＹＯ…186

寫眞藝術論 �山春路…190

本誌創刊五周年記念懸賞寫眞入賞者…194

入選印畫審査感想 �山春路…196

常識寫眞英語解説…199

ピントグラス…200

内外ニュース…201

マーケットアナウンス…202

寫壇雜報…204

カメラ交換欄…207

編輯後記…208

滿洲寫壇 第六卷第六號 (昭和11年６月)

寫眞

｢冬の滿洲｣ 懸賞入選印畫

冬の滿洲…小畑敏夫

氷塊…安藤�
滿洲の冬…内田實

寒いなあ…樽見實

海凍る…松村一雄

冬の滿洲…齋藤好雄

カメラ祭入賞印畫

こども…塩田和弘

同…花田卓朗

同…大塚恭太

同…前島龍夫

倶樂部例會印畫

路傍…�田正次

さくら…後田近三郎

記事

絞りについての考察 �山春路…209

フィルターと露出度…212

豫防と救濟 ｢引伸に伴ふ失敗｣ 山本晃…213

カメラ交換癖種々相 あきら…216

近頃の話題 ｢舞臺撮影是非｣ 洋太郎…220

カメラマンの眼に映じた國境の風物 ＲＹＯ…223

｢冬の滿洲｣ 懸賞寫眞審査感想 �山春路…226

｢冬の滿洲｣ 入賞印畫作畫感想 各入賞者…230

カメラ祭懸賞入賞者發表…235

ピントグラス…236

常識寫眞英語解説…238

内外ニュース…239

寫壇雜報…240

六月のメモ…243

カメラ交換欄…244

編輯後記…245

滿洲寫壇 第六卷第七號 (昭和11年７月)

寫眞

Youth…O.W.Olson

Ethelredatz…Jos.V.Dorin

Fischerne…Karl Braune

ジョッキを持てる裸兒…長谷川秀�
靜物…酒井數馬

聳ゆる鐵骨…�田正次

初夏の子供…浦上敏雄

黄昏の港…水野正保

仲睦じく…野中春二

野球を見る人々…岩熊來志郎

記事

單液濃厚現像液について �山春路…247

要塞帶地内撮影許可事務一部變更…249

氣温の上昇と現像への影響 山本晃…250

偏光スクリーンについて �山春路…252

簡單な赤窓の安全裝置 北島生…257

私の引伸失敗 平山秀雄…258

失敗豫防十則…258

カメラマンの眼に映じた國境の風物 ＲＹＯ…260

廢物利用 ｢こんなのはいかゞです｣ 千葉�夫…262

同じやうで同じでないもの…262

小型映畫メモ…263

寫眞藝術論 �山春路…264

質疑應答…268

常識寫眞英語解説…270

ピントグラス…271

マーケット・アナウンス…273

内外ニュース…274

寫壇雜報…277

カメラ交換欄…283
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編輯後記…284

滿洲寫壇 第六卷第八號 (昭和11年８月)

寫眞

水源地印象…酒井數馬

たはむれ…石原正太郎

無題…佐藤實

雲…三宅圓一

波止場夕景…藤野賢六

金波に乗りて…館暁星

海と子供…安藤恒雄

ネット…河田唯一

農夫…白濱正美

靜物…法橋節造

記事

互選の不合理と其の弊害 �山春路…285

近頃の話題二つ 山本晃…290

ウオルフのライカ展

寫眞雜誌の冗漫性

偏光スクリーンの用法 �山春路…293

滿洲寫眞美術展に對する内地寫壇の反響を打診す�山春路…297

ブローニー十六枚撮りを三十二枚撮りに改造

千葉�夫…301

カメラマンの眼に映じた國境の風物 ＲＹＯ…305

暗室メモ ｢暗室用懐中電燈｣ …306

寫眞藝術論 �山春路…307

常識寫眞英語解説…312

ピントグラス…313

寫壇雜報…314

カメラ交換欄…321

編輯後記…322

滿洲寫壇 第六卷第九號 (昭和11年９月)

印畫

公園の朝…長尾正

曠野…佐藤實

歸路…王泰永

仲よし…佐藤哲夫

夏のスケッチ…野島辰郎

路地の午後…河田唯一

囀りをきく…白濱正美

落日…松田福太郎

海邊スケッチ…山田正

無題…酒井俊雄

記事

基礎技術の重要性 �山春路…323

近頃の話題 山本晃…326

寫眞會館の設立

撮り方の�濫

小型映畫研究

｢マガヂン式とスプール式の得失｣ �川嶺羊…329

引伸レンズに就いての考察 �山春路…333

カメラマンの眼に映じた國境の風物 ＲＹＯ…337

隨筆 ｢大人の玩具｣ 大野斯文…340

寫眞藝術論 �山春路…344

ピントグラス…348

イーストマン懸賞寫眞審査感想と批評 �山春路…349

海外二ユース ｢映畫による競技の審判｣ …352

マーケツト・アナウンス…354

カメラ交換欄…355

寫壇雜報…356

滿洲寫壇 第六卷第十號 (昭和11年10月)

表紙寫眞………白濱正美

印畫

漂浪…�田正次

靜物…酒井數馬

ネオン模樣…野島辰郎

池畔の午後…都知木定

家路を急ぐ…法橋節造

海の幸…内田實

大廣場所見…平山秀雄

花街の午後…砂山景二

白い建物…山田正

塔…佐藤義雄

記事

寫眞審査論 �山春路…361

印書互選法一考 遠藤一二…366

近頃の話題 山本晃…369

反轉現像中の逆反轉現象について �山春路…372

ブローニー半去截カメラに三五ミリフイルム使用の新工夫

千葉�夫…375

カメラマンの眼に映じた國境の風物 ＲＹＯ…378

寫眞藝術論 �山春路…381

常識寫眞英語解説…386

マーケツトアナウンス…387

ピントグラス…388

カメラ交換欄…389

寫壇ニユース…390

會の消息…393

滿洲寫壇 第六卷第十一號 (昭和11年11月)

印畫

落日…菊地一

リンゴ収穫 (1) …淵上白陽

同 (2) … 同人

秋四題 (1) …�山春路
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同 (2) … 同人

同 (3) …同人

同 (4) …同人

煙草の花咲く山麓…同人

朝の光…遠藤一二

炭礦風景…馬場八潮

記事

獨創なき藝術 �山春路…397

寫眞修整是非論 遠藤一二…401

近頃の話題 山本晃…404

一､ ソーラライゼーシヨン寫眞

二､ 撮影會に就いての希望

コダクロームの原理 小坂信�…408

色彩と動きによる美的表現の錯覺 �山春路…413

聽音による露出時間の測定 嶺羊生…416

コンパーシヤター取扱上の注意 千葉�夫…418

大連寫眞研究會の處女展を見る 淵上白陽…420

寫眞藝術論 �山春路…421

滿洲の冬の感覺を表現した藝術寫眞募集規定…424

ピントグラス…426

常識寫眞英語解説…427

寫壇ニユース…428

カメラ交換欄…432

會の消息…433

編輯後記…435

滿洲寫壇 第六卷第十二號 (昭和11年12月)

印畫

港 (表紙) …石川由光

プロフイル…池永充實

二人の女…塩田和弘

睦じさ…藤岡武

夜寒し…長谷川秀�
リンゴの圖…野島辰郎

田園風景…�水正義

朝餐…松田福太郎

鳥籠…山田正

餌つけ…重松龍太郎

牧場風景…藤野賢六

記事

昭和十一年の囘顧 �山春路…437

懸賞寫眞雜考 遠藤一二…438

學生の寫眞趣味 �山春路…442

アマチユア種々相 ＸＹＺ…444

今後のカメラはどう變る？ 山本晃…447

ツアイス新フイルムの感度テスト 小坂信�…450

ペーパーネガによる畫的印畫の作り方 内田實…453

寫眞展瞥見 �山春路…456

滿洲の冬の感覺を表現した藝術寫眞募集規定…460

寫眞藝術論 �山春路…462

常識寫眞英語解説…464

ピントグラス…465

寫壇ニユース…466

カメラ交換欄…470

第六卷總目録…471

編輯後記…476

滿洲寫壇 第七卷第一號 (昭和12年１月)

印畫

夕陽は落ちて…館曉星

秋空…來村廣紀

光り…法橋節造

秋探し…松原亮

ポートレート…大部六藏

よろこび…坂本克巳

影…白濱正美

光る海…�田正次

つらら…田中再童

語らひ…小秋元隆邦

記事

寫眞を樂しむ心 春路…1

作畫懷古一年 遠藤一二…2

四人展作家座談會 ｢作畫の苦心を語る｣

内田實・森崎曉光・木下勇気・加藤正太…6

悩ましい暗室難 宮島三郎…10

改良酸性固膜定着液處方…12

クロロブロマイド紙の温�色調現像法 森崎曉光…12

カメラを持つ者の幸福 松尾映一…14

寫眞趣味の健全なる發達を希ふ…平山秀雄…16

十六ミリ､ 九ミリ半､ 八ミリいづれを選ぶか ＳＫ生…18

批評の缺乏 �山春路…20

年頭雜感 ＲＹＯ…23

冬の滿洲藝術寫眞懸賞募集…26

常識寫眞英語解説…28

ピントグラス…29

寫壇ニユース…30

會の消息…31

カメラ交換欄…33

編輯後記…34

滿洲寫壇 第七卷第二號 (昭和12年２月)

印畫

雪の池畔…河田唯一

日向ぼつこ…坂本克巳

魚…本間肇

冬と闘ふ…白濱正美

落日の頃…松田福太郎

構成…石川幸雄

窓…町田三郎
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注ぐ陽光…坂本克巳

少年の低唱…ゴルドン・ルドウイング

忘我…リチヤード・グレンビル

記事

娯樂か藝術か �山春路…35

藝術寫眞に現はれた滿洲の�土色 遠藤一二…36

フイルター隨想 小坂信�…39

露出と犠牲 松尾映一…44

レンズの持味について 須賀専一…47

人口光による撮影 �山春路…52

冬の滿洲を如何に表現するか �山春路…54

質問欄…59

ピントグラス…61

冬の滿洲藝術寫眞懸賞募集…62

口繪寫眞月評 �山春路…64

寫壇ニユース…68

會の消息…70

カメラ交換欄…72

月例 ｢スナツプ寫眞｣ 募集…73

滿洲寫壇 第七卷第三號 (昭和12年３月)

印畫

私のライカ作品…大塚恭太

駱駝－興安嶺風景－僧－寺院の午後

建物…江崎若市

自動車…木村�
投影…京泉刀一

靜物…金子惠一

小驛の印象…石川幸雄

堤灯…�田正次

夕ぐれ…野村朝一

廟…�田正次

遊ぶ子供…吉田秀英

寒い日…圓城寺進

記事

私とライカ 大塚恭太…75

寫眞年鑑隨想 來村廣紀…79

ローライコードへの改良希望二､ 三 ＭＴ生…82

反轉現像隨想 小坂信�…85

三脚の効用と自由雲臺の話 晴光生…89

藝術境吉林よさらば 遠藤一二…91

ピントグラス…94

口繪印畫批評 �山春路・一色辰雄…95

小型カメラの動向を語る面白い統計の數字

滿洲寫眞趣味普及會…97

寫眞界展望…99

質問欄…101

寫壇ニユース…103

會の消息…105

カメラ交換欄…109

月例 ｢スナツプ寫眞｣ 募集…110

滿洲寫壇 第七卷第四號 (昭和12年４月)

印畫

｢冬の滿洲｣ 入選印畫

人馬共力…遠藤一二

凍るジヤング…景山伸三郎

結氷…塩山登良三

夜間撮影入選印畫

ある夜の樂士…江見光男

祈り…��������水正義

邂逅…加藤正夫

爪彈き…菊池畫南

倶樂部例會作品

靜物…石川由光

早春の陽ざし…吉田秀英

記事

寫眞藝術の社會的地位 遠藤一二…111

｢新しき土｣ に見る寫眞への�訓 �山春路…114

反現像隨想 小坂信�…117

ピンボケの話 松尾映一…120

寫壇閑話 ｢廢液から銀を採る方法｣ 嶺羊生…122

八ミリ映寫會を觀る �山春路…124

｢冬の滿洲｣ 審査感想 �山春路…129

｢冬の滿洲｣ 寫眞展覽會…131

｢冬の滿洲｣ 懸賞寫眞入賞者發表…132

寫壇ニユース…134

内地ニユース…138

新發賣品紹介…139

常識寫眞英語解説…140

ピントグラス…141

會の消息…142

カメラ交換欄…145

月例 ｢スナツプ寫眞｣ 募集…146

月例 ｢スナツプ寫眞｣ 入選者發表…146

滿洲寫壇 第七卷第五號 (昭和12年５月)

寫眞

｢冬の滿洲｣ 入選作品

冬の海…本間肇

冬の祠…佐藤哲夫

氷原を行く…平山秀雄

雪…松田福太郎

外國作品

デルスベルグの外壁…Johannes Rechenberg

雷雨の後…Lorenz Schneider

倶樂部例會作品

倉庫…吉田秀英
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春の光…河田唯一

子供…服部勝

靜物…中澤祥浩

記事

寫眞への色彩の導入とその藝術的考察 �山春路…122

寫眞を考へる 伊逹良雄…124

天然色寫眞用 ｢トリパツク｣ 小坂信�…129

スーパーシツクスの取扱について 下山美登里…131

ルミエル氏の新廢見による白色粉状汚染の豫防劑

山本晃…132

寫眞上逹の秘訣 �山春路…134

寫壇藝術隨想 嶺羊…138

寫眞のトピツク ＸＹＺ…139

常識寫眞英語解説…140

｢冬の滿洲｣ 入選印畫批評 �山春路…132

ピントグラス…141

寫壇ニユース…134

會の消息…142

カメラ交換欄…145

編輯後記…341

滿洲寫壇 第七卷第六號 (昭和12年６月)

印畫

チユーリツプ…�山春路

線のリズム…松村一雄

習作…魚谷奎造

春光…石川由光

曠野暮色…加藤正之助

工場の五時…内田實

滿洲寫眞作家協會第四囘展作品

靜物…政�信義

墓前の人…中島義雄

平原の營み…中田司陽

タンクと煙突…伊逹良雄

勞働者…馬場八潮

朝…地崎實

記事

藝術寫眞鑑賞の態度 �山春路…183

藝術寫眞の本質と作家協會の主張 淵上白陽…186

寫眞作畫傾向について 遠藤一二…188

寫眞上逹の秘訣 �山春路…192

ある日の談話 ｢残りのフイルムの處置｣ ＸＹＺ…195

寫眞藝術美の考察 �山春路…198

アマチユアはどんな催を希望してゐるか 普及會…204

常識寫眞英語解説…211

ピントグラス…212

寫壇ニユース…213

會の消息…217

カメラ交換欄…219

編輯後記…220
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解題

『月刊満洲』 は 『月刊撫順』 の後継誌で､ 城島舟禮が編

輯刊行した雑誌である｡ まずこの城島舟禮の履歴を､ 西孟

利 (創生) 『満洲芸術壇の人々』 (1929年)､ 『満蒙日本人紳

士録』 (1929年)､ 『第4版 満洲紳士録』 (1943年) や本誌所

載舟禮自身の ｢身辺雑記｣ などにより記しておく｡

城島舟禮は本名城島徳壽､ 俳名を寒舟禮と号す｡ 明治26

(1893) 年福岡県山門郡瀬高町に生まれる｡ 関西大学法律

科を中途退学し大正６ (1917) 年８月満鉄に入社した｡ 関

西大學法律科には2番で入ったが一年の一学期末にはビリ

から２番目でだっという｡ 舟禮は､ 法律家には向かないと

いって大阪中之島の図書館で小説ばかり読んでいた｡ 大学

中退後は松田貞治郎の縁故で大阪市電気局工務課に勤務し､

俳句をよくして大阪日報に投稿してしばしば掲載された｡

大正３ (1914) 年春に松田が辞めることとなり舟禮らも退

職､ 大阪府庁に勤務するも上司と喧嘩をして2ヶ月ほどで

辞めた｡ そして大阪を去ることになるが､ そのときに大阪

日報主催での送別会では､ ｢學成らず句に生きて青田の主

となる｣ と詠んだという (狭雨生 ｢大阪時代の城島社長の横顔｣

『月刊撫順』 昭和７年６月｡ なお以下出典については特に記さない限

り 『月刊撫順』 『月刊満洲』 である)｡

その後大正６年８月満鉄に入社､ 以後大連保線係､ 本社

技術部に勤務する｡ ここでも上司とトラブルがあり鞍山振

興公司採鉱総局へ､ さらに鞍山製鉄所､ 大正13年２月撫順

炭礦庶務課勤務となって同社機関誌 『炭の光』 の編輯を２

年間担当した｡ 昭和３年５月に病気を理由にしつつ､ 雑誌

経営のため退社し同年10月から 『月刊撫順』 を発行する｡

常連執筆者の大野審雨は､ 炭礦事務所の近くの家でよく編

輯を手伝ったといい､ 編輯方法を習って舟禮のあと彼が

『炭の光』 の編輯を担当した｡

また舟禮は碧派の俳句をやっており､ 大正12年には河東

碧梧桐が撫順に来たという (審雨 ｢顧みて－月刊満洲と城島君｣

昭和12年８月)｡ こうしたことから舟禮は俳誌の刊行もおこ

なっていて､ 福岡では 『有明貝』､ 大連で 『いとなみ』､ 鞍

山で 『蔦の門』 を刊行したが､ いずれも三号雑誌となった｡

六朝書道を趣味とする｡ 舟禮の雅号はもと ｢寒舟禮｣ で､

その由来は､ 仕事で昇給調査をしていたときに中国人工夫

の名前に､ 寒舟禮というのがあってこれを採用したという｡

ただ寒は､ 素寒貧の寒にも通じるのでそれを取って舟禮と

した (城島舟禮 ｢自嘲雑談 ２ 大連時代 (続)｣ 昭和４年７月)｡

舟禮の満鉄入社は満鉄松田技師の口利きだった｡ そのとき

の条件が､ 細君を連れていくこと､ 料理屋に行かぬこと､

であったといい (城島舟禮 ｢東京行雑記 (中) 月刊満洲1933年12

月｣)､ 城島の当時の行状が知れると同時に､ 満鉄社員の当

地での地位も推し量られるところである｡

『月刊満洲』 については､ 竹中労事務所スタッフの大村

茂が､ 月刊満洲社記者であった平井武､ 東野大八からの私

信を引きながら触れている (｢月刊満洲社と竹中英太郎｣ 『朱夏』

No.3) が､ 随時参照させていただきながら以下に述べてい

きたいと思う｡

『新京図書館月報』 の巻頭言 ｢満洲の雑誌について｣ の

なかで､ 満洲日日新聞の新京支社記者吉野治夫がこの当時
(康徳６ (1939) 年ごろ) の満洲の雑誌を概観している｡ その

吉野によると､ 軽い読物雑誌で読ませるものは､ 『モダン

満洲』 『観光東亜』 『月刊満洲』 であり､ これらのうち ｢最

も上品｣ としているのは 『観光東亜』､ ｢最も溌剌｣ なのは

『モダン満洲』､ そして 『月刊満洲』 は､ 読者はかなり多い

のだが､ 編輯 城島舟禮と肩書きがついており､ いささか

｢個人的趣味が勝ち過ぎたきらいがある｣ と批評をしてい

る｡ そして 『月刊満洲』 は記事もよく集めてあり､ 『モダ

ン満洲』 とならんで､ 色頁に人気があり､ ｢ゴシップ欄が

光彩を於
(ママ)

つてゐるという珍現象を呈し､ またそれだけにゴ

シップは格段にうまい｣ と評してもいる｡ また ｢物識り雑

誌｣ といわれるほど ｢満洲雑学｣ が豊富に盛り込まれてお

り､ ｢刻下の満洲の現状では立派なレーゾンデートルを持っ

てゐる｣ と大衆紙としての評価はずいぶんと高い (『新京図

書館月報』 第34号 康徳６年６月)｡

吉野はこの巻頭言でこれら以外の満洲の雑誌をも概観し

て批評をしており､ 当時の概況を知ることもできるので､

この吉野の批評をもう少し聞いてみることにする｡ 吉野は､

満洲において ｢安心して読まれるもの｣ は満鉄発行の雑誌

で､ 『満鉄調査月報』 および大衆的な 『協和』 などは机上

に置いておいて損はないと述べる｡ そして満鉄は満洲国建

国以来､ 形式的には ｢満洲の王者｣ ではなくなったが､ そ

の伝統や力量などからしても ｢如何に満洲国政府の新鋭英

才が頑張っても､ 三十数年現地にあって満洲建設の経倫
(ママ)

実

績を挙げつつ築かれた組織とは争はれないものがある｣ と､

満鉄の実力について正直に感想を述べる｡ そして吉野は､

満支問題に対して ｢最も進歩的｣ なオピニオンを有する雑

誌として 『満洲評論』 をあげ､ さらにまた非売品ながらす

ぐれた資料や論文を掲載する弘報処刊行の 『宣撫月報』､

経済面での 『経済満洲』､ 総合雑誌として割合信用して読

めるものは 『新天地』 『満蒙』 『満洲行政』 の三誌であると

述べる｡ 純文芸雑誌については､ 自身も同人で伝統をもつ
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『作文』､ それに新しい 『満洲浪曼』 だけであり､ 詩歌の

雑誌としては 『鵲』 があるが､ いずれも ｢純文学らしい落

着きの中に安眠することを許さない｣､ そんな時機にいたっ

ていると評している｡ こうした当時の批評を見てみると､

『月刊満洲』 (前身 『月刊撫順』) が､ 舟禮の出身である満鉄を

母体にし､ その人脈と読者層を基礎にして部数を伸ばして

きた背景のどこかに幾分か､ ｢満鉄マンあたりによって代

表される自由主義的な大連イデオロギーなるもの｣ (北村謙

次郎 『北辺慕情記』) といった満鉄の空気が漂っていたと言え

るかもしれない｡

こうした概評を念頭において､ ここでは､ 『月刊撫順』

『月刊満洲』 の誌面を追いながら､ ときに細部にわたりつ

つ､ この雑誌の性格をみていくこととしたい｡

『月刊撫順』 の創刊は､ 昭和３ (1928) 年10月である｡

５月に病気を理由に退社し 城島舟禮は 『月刊撫順』 の刊

行を開始した｡ 創刊号から約６ヶ月間の雑誌をまだみるこ

とができないでいるが､ 翌昭和４年７月号には ｢部数及び

配布先 4500部｣ の記事があり､ その一端をかいまみるこ

とができる｡ ここにあげておく｡

発行部数 4500部

配布先

撫順 満鉄側 2300部､ 町側 412部

鞍山355部､ 大連 385部､ 奉天 193部､ 安東 118部､ 遼陽 76部､

其他沿線 364部､

朝鮮 51部､ 内地 240部

◇主なる寄贈先 満鉄正副総裁､ 各理事､ 各部長､ 各審査役､ 各

課長場長､ 各監査役､ 各秘書役､ 各医院長､ 各学校長､ 各主要駅

長および待合室､ 各図書館､ 各消費組合主事､ 各社員会評議員

◇関東庁官､ 各局長､ 各課所長､ 主要警察署長 ◇関東軍司令官､

各部長､ 各守備隊長 ◇在満各領事 ◇大連及び旅順市長 ◇在満

各大新聞社､ 雑誌社 ◇各商工会議所長 ◇各輸入組合理事 ◇各

地青年聯盟支部長 ◇在満青年団長 ◇在満各大会社､ 銀行､ 商店

◇各政党本部図書室 ◇拓務大臣､ 同次官､ 各局長､ 各課長､ 図

書室 ◇内､ 鮮､ 各大新聞､ 雑誌社

これによると､ その配布先が圧倒的に撫順の満鉄に集中

していることがわかる｡ この配布先が､ すべて販売による

ものではないであろうが､ 舟禮が勤務していた撫順の満鉄

関係者を読者基盤にしてその部数を確保していたというこ

とは知ることができよう｡ この時点ではまだ満洲国の成立

は見ておらず､ 満鉄および関東庁・関東軍・諸団体への寄

贈であるが､ 満鉄に関しては､ 満鉄総裁からはじまって駅

長や満鉄図書館まで､ その寄贈先の目配りは周到であると

いえる｡ こうして舟禮は､ 在満有力者とのパイプを築き､

話題を提供してもらい､ 時には執筆を依頼することで､ 撫

順を中心としながらも､ 満洲全地域にそのネットワークを

広げていったのであった｡ つまりこうした舟禮の方法こそ

が､ 『月刊撫順』 から 『月刊満洲』 へと全満に､ そして内

地日本へとその販路を拡大させ刊行を持続させていく原動

力となったと言えるだろう｡

また舟禮の力量は､ その販売方法にも発揮される｡ かれ

は当初一般の店売りに頼ることなく､ 会員制度に依った｡

いつも遅刊をわびつつ､ しかしながら会員制度であるから

こそ､ 一度薄いものを刊行することで遅刊を取り戻すといっ

た安易な方法はとれない､ 断固としてやらないといけない

との決意表明もみえる (城島生 ｢編輯後記｣ 昭和８年６月号)｡

当初から､ ｢見える読者｣ を意識し､ そこを出発点として

本誌の刊行を展開していったわけである｡

昭和４ (1929) 年夏に 『月刊撫順』 は一周年を迎える｡

｢十四号まで続刊して､ 茲に満一周年を迎へ得た｣ とある
(城島舟禮 ｢一周年を迎えて｣ 昭和４年８月)｡ この舟禮の言によ

ると次のようであった｡ 初発の２号分は撫順新報での発行

であって､ 自立した雑誌の刊行としては10ヶ月となった､

満鉄に入社して約10ヶ年を各所で勤め､ 撫順炭礦の退職を

決意して撫順の地で雑誌を刊行することした｡ 相談した先

輩からはことごとく反対の意を表されるなか､ ｢やみくも

にやってみなければ気が済まない｣ 性格から刊行を決意し

たという次第であった｡ 退職手当のうち500円を時事掲載

認可の許可を受けるときのための保証金として残したが､

あとは借財などにより背水の陣で出発した｡ やはりなかな

か収支が見合うことは難しく､ 10ヶ月の会費などの収入が

4800円のところ支出が7300円であったとあり､ 次年度の決

意表明とともに ｢収支予算書｣ を掲載している｡ ここには

生活費も計上されていて､ 出発時の個人誌的性格がよくう

かがわれるとともに､ 取材だけでなく印刷校正のための出

張旅費などもおおきな比重を占めていることがわかる (城

島舟禮 ｢一周年を迎えて｣ 昭和４年８月)｡

支出の部

印刷代 4000部270円､ 写真代10円､ 編輯費20円､ 集金配達など臨

時使用人費20円､ 通信費10円､ 電話使用料7円､ 筆墨紙代5円､ 旅

費 (１ヶ月５日) 25円､ 新聞雑誌代５円､ 接待費一切20円､ 車馬

賃５円､ 家賃38円､ 電灯水道料6円､ 家屋諸掛5円､ 生活費104円､

ボーイ給料５円､ 合計 555円

収入の部

誌代 2300部345円､ 広告料120円､ 体音協会からの補助金40円､

臨時広告料 (新年号と記念号分) 50円 計 555円

また同号の ｢一周年を迎ふるの辞｣ には次のように本誌

を性格づける文章も見える｡ つまり本誌は､ ひたむきに大

衆へ大衆へと目指してきたが､ そのために雑誌としての価

値を疑われることがないともいえない､ しかしながら､ い

たずらに ｢満蒙問題｣ を叫ばずととも､ 市井の人びとの一

挙手一投足のなかにも物事の本質は見出せるのである､ こ

うした意味から本誌は､ 常に読者諸君と親しくともにある

べきであると､ 舟禮は述べているのである｡

創刊号あたりの誌面は未見であるが､ この一周年近くの

『月刊撫順』 の誌面をみてみると､ 撫順や撫順炭礦におけ

るスポーツや家庭医学の記事､ 人事の話題や結婚生活､ 川
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柳・短歌の投稿といった､ いわばコミュニティ誌といった

性格の誌面づくりとなっていることが読み取れる｡ こうし

た誌面づくりを舟禮は､ ｢大衆へ｣ と自らの姿勢を再確認

しているわけである｡ ただかれはのちの文章のなかで､ 時

事問題に触れることも出来る時事問題掲載雑誌の届出をす

ませた時点での意気込みも語ってもおり､ やはり舟禮とし

ては､ 雑誌の販路を拡大して満洲全域に､ そして誌面も社

会的・政治的・文化的な意見表明の場にしようとの意図も

持っていた・そうしたことがこの ｢辞｣ のなかからすくい

とることができようか (｢一周年を迎ふるの辞｣ 昭和４年８月)｡

こうして一周年を迎えた 『月刊撫順』 に対して読者から

の感想も載る｡ KK生は､ ｢城島個人の雑誌でない｡ 勿論炭

礦幹部の御用誌でもない｡ 撫順大衆世論の発表機関｣ と述

べており､ 撫順大衆のための機関誌として本誌に高い評価

を与え､ このように撫順地域固有の言論の場が生まれ出て

くることこそが画期的であったと述べているのである｡ そ

してまた同時に､ ｢城島個人の雑誌でない､ 炭礦幹部の御

用誌でもない｣ という表現からは､ 逆にそのような性格を

帯びながら刊行し始めた事情や､ 当時そうした性格を持っ

た雑誌であると世間で受けとられていたという事情も読み

取ることができよう (KK生 ｢月刊撫順一周年號を手にして｣ 昭

和４年９月)｡ このK氏のエールに対して舟禮は､ ｢K氏は私

に､ 私の憲法をつくって呉れた｣ と応えている (城島生 ｢編

輯余禄｣ 昭和４年10月)｡

三年目を迎えることになる昭和５ (1930) 年１月号では､

｢此の頃になってやうやく本誌の広告価値を認めてボツボ

ツ申込んで来る人が出来て来た｣ と述べている｡ 満鉄側だ

けでも2500部の発行実績があると､ その宣伝効果をPRす

ることも忘れない (城島舟禮 ｢編輯後記｣ 昭和５年１月)｡

とはいえ､ 普通号20銭､ 増大号30銭､ 部数3500部から40

00部あたりの発行状況で経営をしているこの時期はずいぶ

ん経営が苦しいのが実情であったようである｡ 号によって

は増頁となるのだが､ それにもかかわらず普通号の価格で

販売している｡ これも舟禮の雑誌経営の方針ということな

のであろう｡ 大連あたりの雑誌とちがって広告も十分には

とれず､ 昭和４年度の普通広告料が平均37円弱で経営は苦

しかった｡ そしてまた､ 舟禮自身が満鉄の出身でもあり､

また満鉄の記事が多く見られることから､ 先に触れたよう

に､ 満鉄の援助を受けていると誤解されることもあるよう

であったが､ 満鉄からは補助を得ていないと明言もしてい

る｡ そして ｢貧乏はしても少なくとも､ 金権階級に媚びて､

言論機関本来の任命
(ママ)

を怠るやうなことはしないつもり｣ と

意気軒昂ではある (城島舟禮 ｢編輯を了へて｣ 昭和５年５月)｡

昭和５ (1930) 年８月号をもって二周年を迎えた｡ 舟禮

の言によれば､ ｢撫順市民の圧倒的後援の下に誕生したる

本紙は依然たる撫順大衆である絶大の声価を維持してもっ

て､ 本号より茲に光栄ある第三年次に入る事となった｣ の

であった｡ さらに舟禮は､ 満洲において発刊される雑誌は

200余部を数えるが､ 本誌はプラクティカルな大衆の生活

の上に拠点と観点とをもとめてきたことで､ ｢本誌が大衆

体験の尊き基礎の上にその存在と発展を約束せられたる事

は､ 些か以て読者と共に矜るに足る処である｣ と､ この雑

誌の基盤を､ 撫順地域の大衆の生活に置いたことがこの持

続の原動力であると総括し自信を深めたあいさつ文を記し

ている (｢二周年を迎えて｣ 昭和５年８月号)｡

経営は行きつ戻りつの模様で､ 満鉄出身の舟禮にとって

も大連進出は魅力であったようだが､ この大連支社も閉め

ることにしたという｡ そして頁数も少し減じる方針を表明

している (城島生 ｢後記｣ 昭和５年10月)｡ そして第4年目の新

年号を迎えるにあたって舟禮は､ ｢創刊以来守り来つた旗

幟を愈々鮮明にして一大飛躍の門出と致し荏苒送り来つた

過去三年間を堅く大地へ喰ひしめ､ ゆるぎ無き大木として

聳え立たせ度いと念願するものであります｣ とその決意と

抱負を語っている (｢新年号のお願い｣ 昭和５年１月)｡ 舟禮は､

一号先の分を編輯して印刷に出している模様で､ 12月号の

｢後記｣ では､ 本誌を家庭の好読物とするために､ 本号か

ら従来の花柳便りを廃して､ これに代え児童向き記事を配

することとし､ 12月号には ｢児童考へ物と児童漫画｣ を掲

載したと述べている｡ この時期から舟禮の念頭には ｢コド

モ｣ への目配りがあったということであろうか｡

昭和８ (1933) 年になり､ 『月刊撫順』 は 『月刊満洲』

と誌名を変更した｡ そして 『月刊満洲』 として内地進出を

も目論んだのであった｡ このことに関して上田恭輔 (大阪

毎日新聞社嘱託､ 著書に 『支那骨董と美術工藝圖説』 大阪屋號書店

1933など) からはその困難さを諭されている｡ 上田は､ 前

年昭和7年の満洲における月刊・旬刊・週刊の雑誌刊行数

が173種であることを述べ､ またその多くが､ とかく独り

よがりのものであり､ 大衆に受け入れられるような通俗雑

誌の編輯は難事中の難事であると概況を説明した上で､

｢万人向のウマい編輯振を発揮して来たのは独り ｢月刊満

洲｣ あるのみである｣ と誉める｡ しかしながらその後で､

月刊満洲はただ満洲の読者を擁するに満足せず母国の読書

間にも手を伸ばそうとするが､ ｢コイツは一つ考えもので

ある｣ と釘をさしている｡ その理由は､ 日本ではすでに活

字に飽き飽きしていて､ 発行部数の多い婦人雑誌などは発

行後一週間もすれば夜店に一袋十銭で出る｡ ましてや､ 日

本の都会人は､ ｢植民地の雑誌などは屁とも思うてゐない｡

タダで貰ったって之を通読する人は稀である｣ との言であっ

た｡ そして､ もしも日本に販路を広めようと考えるなら､

従来の編輯を根本的に一変するか､ 内地読者向け満洲読者

向けの二様別種の雑誌を刊行すべきであると提言している

のである (上田恭輔 ｢月刊満洲の編輯振に就て｣ 昭和８年７月)｡

ただこれに対して､ 舟禮の言い分は､ 原価23銭強の雑誌

を30銭で販売している現状を勘案すれば､ 現在の編集方針

を踏襲して在満の日本人を相手にしての販売には限界があ

ること､ いずれつぶれる運命にあるなら守ってつぶれるよ

り攻めてつぶれるほうが景気もいい､ というものであった
(城島生 ｢編輯後記 昭和８年７月｣)｡

８月号から奥付の印刷所が､ 大連の小林又七支店印刷部

から東京の共同印刷に変っており､ この８月号から編輯を
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竹中英太郎に依頼して日本で印刷し､ 日本での配本をすで

に考え実現していた模様である｡ ｢七月二十五日には東京

の書店に出せると力んでいた竹中画伯を失望｣ させたとあ

ることからも､ すでにこうした編輯体制になってのであろ

う｡ 後記に竹中生 ｢日満出版ブロックのスタートだ｣ ｢組

付体裁の効果が私の受持つ全責任である｣ との言も載る
(｢編輯後記｣ 昭和８年８月)｡

城島舟禮は昭和８ (1933) 年９月17日から約20日間東京

に出張をしている｡ 印刷所を東京に移したその関係での出

張であったのだろう｡ 東京支社で組版の仕事をしている竹

中英太郎とも会って中野西町の竹中宅に11泊､ 軍人の甥宅

に2泊､ そして山王ホテルにも宿泊している (城島 ｢東京行

雑記｣ 1933年11月号)｡ またこの滞在中に皇后陛下兄の久邇侯

爵から服地を贈られている｡ 侯爵は陸軍大学在学中で､ そ

の年の夏に渡満され､ 月刊満洲社が陣中慰問誌を寄贈した

り 『月刊満洲』 を送って陣中慰問したり､ 『コドモ満洲』

を発行して在満児童教育に寄与していることを聞き伝えて

服地の寄贈となった｡

この東京支社設置および内地進出といった事務上の問題

により11月号は休刊 (｢在満読者諸氏へ 月次改称について｣ 11月

号) とある｡ 実際は10月分が一度飛ぶかたちになった｡ な

おこの記事で､ ｢本誌は満洲で発行する雑誌であり､ 在満

同胞を中心とする雑誌であって､ 決して内地向き､ を念願

とするものではありません｣ と､ 『月刊満洲』 はあくまで

満洲の雑誌であることを強調している｡

昭和８年の満洲での店売りの状態が出ている｡ それによ

ると大連の大阪屋號書店へは50部宛送本して７割の売れ行

き､ 新京・奉天では９割の売れ行きという｡ また撫順の駅

売店ではほぼ100％の売れ行きで､ 竹中英太郎の表紙によ

りいっそうの効果が得られるであろうと期待もされている
(高尾記 ｢社中風景｣ 昭和８年８月)｡ この売れ行きの効果が期

待された竹中英太郎の表紙のうち今回の 『月刊満洲』 の閲

覧で確認できたのは､ 昭和８年８月・９月・10月・12月､

９年２月・３月・４月・５月である (竹中英太郎と 『月刊満洲』

との関係については別稿を参照)｡

こうした 『月刊満洲』 であるが､ 昭和９年２月号に ｢社

告｣ として ｢原稿募集｣ の記事が出る｡ この時期の城島舟

禮や竹中英太郎による誌面づくりの一端がうかがえるので

ここに書き出しておく｡

原稿募集

◇日満親善美談紹介 ◇隠れたる嘉言善行紹介 ◇第一線便り

(軍・警・満鉄社員・満洲国官吏・同協和会員・武装移民・鏡泊

学園生徒・請負業従業員・その他一般農工商業者の消息 ◇各地

の治安・経済事情短信 ◇各地の風景・風俗写真 ◇各方面のゴシッ

プ (知名士と否とを問わずゴシップそのものが面白ければ可)

◇満洲実話 ◇満洲・支那・西比利亞・北鮮方面の紀行文 ◇新満

洲新話題 ◇各地旅館・食道楽・料亭・カフェ・ダンスホール評

判記 ◇漫画・詩・歌・俳・柳 ◇満洲・支那・西比利亞の風俗・

習慣 ◇支那宿・飯店・平康里で拾った話 ◇婦人蘭 (育児・教育・

衛生・家事その他婦人一般に対する批判及び体験 ◇スポーツ欄

◇医家漫筆 ◇各種番附

付記として､ 本誌は外交・軍事・経済・社会のすべてに

わたって時事掲載が許されているのでそうした論文も投稿

されたいと寄稿を呼びかけ､ ただ政治外交軍事については

時節柄慎重に取り扱いたい､ とも述べている｡

こうしたことから舟禮らの誌面つくりは､ 時事関連の内

容も認めて広範な論評を求めていること､ 軍部・警察・満

洲国官吏・満鉄など国策会社・協和会といった満洲国上層

部の原稿を掲載することで力を得ようとしていること､ 撫

順をはじめ満洲各地のゴシップをふくめて通俗的な内容の

記事にも力点が置かれていること､ 漫画や詩歌俳句川柳な

ど作品の ｢投稿｣ により読者を獲得しようとしていること､

婦人蘭を充実させて婦人層の支持も得ようとしていること､

などの特色をみることができる｡ いずれにしても､ 満洲国

や満鉄上層部の記事を得ることで人脈を勝ち得つつ､ 社会

に対して斜に構えた批評精神を堅持しながらも､ 政治性と

通俗性のバランスをとりつつ雑誌の命脈を長らえたという

ことになろうか｡

昭和９ (1934) 年５月 ｢春季特輯號｣ の ｢社告｣ には､

建国３年目を迎えて内地からの満洲視察者も増加する模様

でもあり､ この機会に印刷費は据え置くとの前提で､ 頁数

を三分の二に縮小し発行部数を２倍に増加させることとし

た､ とある (｢社告｣ 昭和９年５月)｡ 内地での販売の方針が

いささか厳しい状況でもあったのかもしれない｡

この時期に､ 印刷所を内地東京から再び大連に移すこと

にもなっている｡ その理由として､ 広告主の支持もあり順

調であったものの ｢ニュース掲載その他の関係上止むなく｣

移したとその理由があげられている (｢内地広告主各位へ｣ 昭

和９年５月)｡ これだけでは詳細がうかがえないが､ ちょう

どこの時期満洲では､ 日本をふくめ内外の出版物が満洲地

域に流入する件について､ 満洲の地で発行許可を得ること

が困難である新聞や雑誌など､ 形式的に内地日本に発行所

を設置したうえで発売頒布等の営業主体のみを満洲に置く､

といった出版統制の抜け穴的方法により営業を行う業者の

問題が浮上してきていた｡ そして昭和10 (1935) 年５月に

なり関東州だが､ ｢関東洲及南満洲鉄道附属地ニ輸入若ハ

移入スル出版物取締規則｣ が改正されることになった｡

『月刊満洲』 にこうした意図があったわけではなかろうが､

本誌は ｢時事掲載あり｣ の雑誌として届け出られており､

その疑いがかけられることを避けたとも予想できる｡ そし

て ｢内地広告主各位へ｣ という記事で､ この印刷所移動に

あたって迷惑をかけたことを謝罪して､ ｢本誌内地広告取

扱責任者 関東一手取扱 東京 川島衆次郎 関西一手取扱

菊池健｣ と担当者も明示した｡ また昭和９年７月号の ｢編

輯後記｣ には､ 鞍山支社を設置してその責任者を平井武と

したとあるが､ 本誌の勢いを示している記事である｡ 満鉄

や満洲国官僚の間にその人脈を築き､ それを背景に本誌の

販路拡大を模索していったのであろう｡

こうした舟禮の動きは時として誤解を受けることもある｡
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昭和９ (1934) 年７月のことだが､ 新京日日新聞に ｢協和

会公金費消事件突如国都建設局へ飛び火の形勢急!｣ との

見出しの記事が載った｡ 新京の国都建設に関わって､ 土地

を無償で払い下げるにあたって建設局の勘崎仙英が城島舟

禮に便宜をはかったというものだった｡

これはゴシップ記事であるとして舟禮は早速新聞社に抗

議文を送ったが､ 26日の新聞に小さく訂正記事が掲載され

ただけであったという｡ この記事内容については､ 大連新

聞も追随して記事を掲載しており舟禮の憤懣はやるかたな

い (城島 ｢不謹慎極る新京日日と大連新聞｣ 昭和９年８月)｡ この

ネタは新京警察から出たものであったが､ おかげで逆に

『月刊満洲』 は書店に出してもよく売れて､ ７月号の売れ

行きも､ 新京の大阪屋號書店 10割､ 森野書店７割３分､

奉天の大阪屋號書店 10割､ 弘文堂10割､ 駅売店９割１分

強と､ 返本がない状況であったという (城島 ｢身辺雑記｣ 昭

和９年９月)｡

同年11月には､ 高尾文市が満洲国政府に異動したことか

ら少し編輯内部の異動を行い､ 鞍山支社の責任者平井武と

ともに､ 営業の嘱託に金澤武雄が就いている (｢編輯後記｣

昭和９年11月)｡ ちなみに高尾文市は明治40年福岡県山門郡

の生まれで昭和７年九州帝国大学法科卒業｡ 月刊満洲社を

辞してからは､ 吉林税務監督署吏員のち属官､ 濱江税捐局

司税､ 哈爾浜専売署事務官などを経て新京専売署収納科長､

康徳６ (1939) 年12月同専売署理事官､ 翌年2月哈爾浜専

売署収納科長､ 康徳９年６月専売署副所長､ 吉林専売署副

所長兼監視科長となった(『満洲紳士録 昭和15年､ 昭和18年』)｡

昭和10 (1935) 年になり､ 誌面は一層多様で多彩なもの

になる｡ 原稿がたくさん集ってまたそれを一括して組み付

けていくことがなかなか困難となり､ 入稿なった原稿から

どんどん組んで印刷屋に送った様子で､ 誌面の統制がとれ

ずに申し訳ないと謝罪の弁が載る (城島生 ｢編輯後記｣ 昭和10

年１月)｡ 確かに項目ごとにまとめてはあるがいささか雑然

としていて工夫がないようにも見受けられる誌面となって

いる｡ そしてまた ｢この號は相当堅かったやうです｡ 漸次

世間に認められて来ると､ 自然責任の重大を感じ､｣ 世間

に寄与する記事をと気持ちがはやってしまった結果である

と弁明している｡

そして３月号では､ 『月刊満洲』 が ｢躍進満洲国に於け

る唯一の綜合大衆雑誌としての完璧を期す爲め｣､ 岩根正

雄 (ペンネーム林田浩一郎) を編輯長に迎えて編輯体制を

強化し､ さらに奉天営業所を設けて ｢本社の営業陣を奉天

に進め｣ 陣営を強化した (｢月刊満洲社の新陣容｣ 昭和10年３月)｡

この時期の陣容を記しておくとつぎのとおりである｡

社長 城島舟禮

編輯長 岩根正雄

営業主任 佐藤清輔・樫本正二

奉天営業所 所長兼務 城島舟禮

営業主任 小村貴利

記者 池田秋甫

新京支社 支社長 楠本彬

鞍山支社 支社長 平井武

大連・哈爾浜・東京・大阪支社並びに吉林・錦州・斉斉哈爾支

局は追って発表｡

この岩根編輯長もはや６月には ｢よぎない家庭の事情｣

で退社し､ あとは小村貴利と昨年小学校を卒業したという

樫本彬と城島夫人とで､ 『月刊満洲』 と 『コドモ満洲』 の

事務をこなすことになる (城島生 ｢編輯後記｣ 昭和10年７月)｡

こうした 『月刊満洲』 であったが､ 軍部や満洲国官吏への

舟禮のパイプは相変わらず太い模様で､ 同号の巻頭には､

｢弊誌の栄光 本誌五千部を関東軍に於て買上げらる｣ とで

る｡ この号は ｢陸軍記念日奉祝号｣ と銘打った記念号でも

あり､ 関東軍のお買い上げとなったというわけである｡ 舟

禮の編輯および営業についての如才のなさが発揮されたと

いってよい｡ 念を押すように ｢編輯後記｣ には､ ｢月刊満

洲は､ 銃前銃後の連絡機関の役目も果たさせていただき度

い思ふから｣ とさらなる寄稿を呼びかけている｡

そしてまた次号６月号において､ KM生の ｢兵隊からの

嬉しい便り｣ として､ ｢関東軍が月刊満洲を買い上げて各

部隊に配布したのは一般兵の対満知識向上に資するところ

大｣ との記事を掲載し､ 昭和10年11月号では､ ｢第一線の

兵隊さんと月刊満洲｣ として何人かの ｢便り｣ も掲載する

など､ その販路拡大に余念がない｡

満洲派遣川岸本部隊司令部通信隊車義男からは､ 『キン

グ』 『日の出』 などがテーブルに置いてあるとくつろいで

讀むことになるが､ 『月刊満洲』 では､ ｢全部が全部堅実な､

実用的な､ 本当に満洲らしい内容｣ であり､ 少し引き締ま

る思いがする､ といった内容の報告文が寄せられるなど､

創刊当初からの､ 満鉄など上層部への人脈を生かしながら､

人びとの生活面での記事を掲載するといった姿勢が､ ここ

にきて戦争状況に乗じる形となって､ 満洲派遣の兵士の気

分に訴えかける編輯がなされていったということになる｡

このように､ 時局に添うというよりむしろ時局に敏感に

反応していくといった舟禮の編輯態度は､ 例えばつぎのよ

うな提案にもよく現れてくる｡ つまり､ 鉄路総局旅客課の

企画で､ ｢閭山探検｣ が敢行されることになり､ 城島はさっ

そく､ ｢閭山特輯号｣ を出すという条件で､ この探検隊の

一行に二名 (岩根記者と池辺画伯) の同行を願い出て許可を

得ている (城島舟禮 ｢身辺雑記｣ 昭和10年５月)｡ これは ｢仙境

閭山探検隊｣ の特輯として６月号に誌面反映されている｡

軍部や満洲国に誌面を提供し､ また人脈を築いていき､ ま

たそれを雑誌編輯に生かしながら､ 例えばゴシップまがい

の記事や批評的な記事の掲載も可能ならしめる舟禮の編輯

手腕は､ 見事という他ない｡ なおこの閭山探検については､

満鉄旅客課の編刊で 『閭山』 と題した一枚ものの案内パン

フがその成果として刊行されている (『閭山』 奉天 鉄路総局旅

客課弘報係 奉天鉄路局旅客科 康徳３年４月､ 本学所蔵)｡ 昭和11

年９月号は ｢満洲事変五周年特輯号｣ として刊行されたが､

それは関東軍からの慫慂によるものでもあったという
(｢身辺雑記｣)｡
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昭和10年５月号の ｢編輯後記｣ には､ 経済記事が多くな

り幾分硬い誌面になったとの釈明がでる｡ だが続けて､

｢これほど苦労して居るのに漫談雑誌ぐらゐに思はれるの

も残念｣ とその心意のほども語られている｡ たしかに誌面

には､ ジャーナリズム批判など辛口の記事もあり､ 大衆性

を持たせるべく風俗的な記事もあるが､ 基本的にはこうし

た複線の方針での筋の通った編輯であることは言ってよい

だろう｡

またこの ｢後記｣ に､ ｢鉄路総局の千田萬三さんから

『木戸銭払っても読み度い』 と云はれたほどのの石敢當氏

の 『雑談支那』｣ について､ あと2回で連載が終了するので

来年８月の本誌七周年記念事業の一環として､ 『満洲異聞』

の姉妹篇として刊行する予定であるとも出ており､ 連載さ

れた記事を単行本にまとめて刊行するとの方向も打ち出さ

れている (城島生 ｢編輯後記｣ 昭和10年５月号､ 月刊満洲社の刊行

物については後述)｡

城島の感性は四方に発揮され､ 昭和10年になり創刊７周

年記念事業として撫順に私塾を開くことになる｡ 当初は

｢日・鮮・満｣ 各二名と目論んでいたが集まったのは日本

人５名であった｡ 私塾での内容は､ ｢訓話・講話｣ といっ

た講義から中国語の学習や実地の研修という内容であった｡

昭和7年に 『教育を打診する』 を月刊撫順社から出版した

寺田喜治郎に相談して賛成を得たとのことであり､ 『コド

モ満洲』 のある種の実践版ということにもなろうか｡ 雑誌

編輯には関係のないことだが､ これも城島の啓蒙的な一面

が表出したということでもあろうか (｢城島舟禮 ｢身邊雜
ろうがんきょうをかけてみる

記
せそう

｣

昭和10年８月｣)｡ 舟禮は昭和11年３月の ｢身辺雑記｣ でも､

『月刊満洲』 がこのように世間でも読まれまた認められて

くると､ 読者の興味本位な記事ばかりを掲載することも出

来なくなってきていること､ 面白くなくとも在満邦人にぜ

ひ読んでほしいという記事も掲載したいと述べ､ ｢おこが

ましいが文章報国をさせて貰う気｣ とその意気込みを述べ

ている｡

同号 (昭和10年８月) に月刊満洲の取扱い販売店がでてい

るのであげておく｡

新京…大阪屋號・森野書店・巌書堂・東京大阪朝日販売所 奉

天…大阪屋號・弘文堂書店・駅構内売店・山下書店 大連…大

阪屋號本店・満書堂・金鳳堂・駅構内店 撫順…能文堂・村上

土産店 哈爾浜…千葉書店・小宮書店 吉林…大和書店・柴

崎書店 旅順…文英堂書店・大阪屋號 鞍山…外山洋行

安東…文栄堂 大石橋…石文堂 遼陽…金光堂 鉄嶺…大

和屋書店 四平街…田中書店 錦州…宮島洋行 牡丹江…

北満堂 図們…朝日書房 斉斉哈爾…田中洋行支店

昭和10年11月号の編輯後記には､ 新たに柳田友郷を編輯

長に迎えた､ とある｡ ただ､ 昭和10年７月号の ｢編輯後記｣

に､ 岩根正雄が家庭の事情で退社と報告したがそれ以降も､

奥付の編輯人には依然として岩根の名前があがっている｡

変更届をせずにそのまま刊行を続けたということであろう

か｡ また記者の入社としては､ 北満の兵士が 『月刊満洲』

で働きたいとやって来たという新井確正をそのまま採用し

ている (城島舟禮 ｢身辺雑記｣ 昭和11年５月)｡

さらに同号には､ 月刊満洲社で刊行した今枝折夫 『満洲

異聞』 が好評で10版まで到達したとある｡ 今枝折夫は満鉄

旅客課宣伝係主任であった｡ この本は､ 満鉄の人脈なども

あって､ 各地の友人から15部20部とまとまった注文が来た
(｢身辺雑記｣ 昭和10年12月号)｡ ただこうした出版に対して印

税は支払われなかったようで､ 今枝も城島を助けるために

書いたわけであって印税を払ったりお礼をしたりする仲で

はなかったという (城島 ｢身辺雑記｣ 昭和11年２月)｡ こうした

点も､ 舟禮が個人誌的な形から出版活動をはじめたそんな

姿勢が持続されているというわけであった｡

昭和三井物産の大谷からは80部の注文がきたともいう｡

何らかの遣い物にあてている模様ではあったが､ 創刊時か

ら友人に雑誌を寄贈し続けてきたことが､ こうした販路に

もつながったということにもなろう｡

さらに鉄路総局の有志によりつぎのような ｢舟禮の尻を

ひっぱたく会｣ といった激励会も結成されている (｢身辺雑

記｣ 昭和11年５月) が､ ここにもその雑誌寄贈の様子につい

て触れてある｡ 少し引いておく｡

舌代

撫順に城島舟禮なる者あり､ 漂渺乎として把握すべきところな

し｡ 而もこの者雑誌の編輯にかけては満洲に独歩す｡ その出すと

ころの月刊満洲､ 広く江湖に愛読せらると雖も､ 舟禮敢て誌代を

要求せず｡ 従つて経営甚だ容易ならず｡ 小生等十年の善友相謀り､

左記清規に基きて舟禮後援会を組織し､ 以て彼の尻を叩かむと議

す｡ 冀くば同意の士の賛助を賜らむことを｡

清規

一､ 会費年額五円を舟禮に侠援す

一､ 会員は毎月月刊満洲の寄贈を受け､ 大いにこれを批評し舟禮

の尻を叩く｡

昭和11年４月 日

発起人 人見雄三郎 加藤新吉

門野昌二 石原厳徹

この鉄路総局有志の後援会入会者の名前が昭和11年６月

号に載るが､ 鉄道総局､ 総務処文書課・人事課など総勢は

なんと165名にのぼっている｡ このようにして舟禮は､ 人

脈を大事にし､ それにより雑誌も生かされ維持されてきた

のであろう｡ 毎号執筆している ｢身辺雑記｣ をみても､ 満

鉄はいうまでもなく国策会社の首脳や官吏の知り合いが多

いようで､ 執筆依頼や取材､ 本誌や刊行書の寄贈などを通

じてまたいっそう人脈を広げている様子がうかがわれる｡

昭和11年７月号の ｢身辺雑記｣ には､ あらたに奉天商埠

地聲宣里二緯路に ｢月刊満洲中央事務所｣ を開くことになっ

たと記されている｡ ｢満洲経済界の心臓｣ であり ｢十指に

余る新聞雑誌の本社と､ 更にまた十指に余る内地大新聞・

大通信社の支社局｣ のある奉天に支社を置くことは年来の
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宿望であったという｡ 満洲国にあっては経済的にも中心で

あり､ また新京とは違って歴史的文化的にも群をぬく奉天

に進出するということの意義が素直に語られているといっ

てよい｡ ただ舟禮は､ 雑誌発祥の地である撫順から本社を

移転させるつもりはないと､ あくまで本拠は雑誌生誕の地

の撫順に置くとの雑誌編輯スタンスを改めて表明している｡

昭和11 (1936) 年10月の ｢身辺雑記｣ には､ 国務院情報

科長岡田氏からの手紙に､ ｢月刊満洲は､ 一寸卓子の上に

置いとくと､ 直ぐ誰か持って行ってしまふ｡ 仕方がないか

ら毎月書店で買ってゐるのだが､ どの書店も二日もすると

皆ナ売切れる｣ とあり､ これからは５部送ってくれ､ との

手紙が紹介されている｡ 知人からのお世辞半分の手紙であ

ることを割り引いても､ 『月刊満洲』 誌の誌面はバラエティ

に富んでいて､ また各方面のお偉方の執筆も毎号数多くあ

り､ ある意味ではそうした各業界官界上層の寄稿があると

いったある種のお墨付きにより､ 逆に誌面が自由で闊達に

なり､ 読者を多く獲得しているといってよいかも知れない｡

舟禮は ｢元来文筆業者の､ 筆で読ませようといふ文章はき

らい｣ であり､ たどたどしくても素人の内容のものを掲載

するのが強みであると述べているが､ こうした読者の心を

つかむ手法を舟禮はよく自覚をしていたといってよい
(｢身辺雑記｣ 昭和11年10月号)｡

今回みることができた 『月刊満洲』 で､ ｢日本版｣ ｢満洲

版｣ と目次に出るのは､ 昭和12年８月の第10巻7号である｡

これが ｢日本版｣ の創刊ということになろうか｡ ただこの

日本版というものも､ 誌面の八割方が共通部分を占めてい

て､ のこりの部分を､ 満洲版・日本版と区分をして印刷を

したものである (第10卷７號 昭和12年８月の目次参照)｡ ただこ

の方式もすぐに中止して､ 昭和12年10月號からは､ 日本版

をやめて内地売りも現地売りも同一内容のものに改めるこ

ととしている｡ その理由としては､ 内地読者には満洲版の

方に魅力があり注文がこちら殺到する点をあげている｡

また本誌のいわゆるイエローページであるが､ ｢あんな

もの内地読者には凡そ意味ない記事だと思ってゐたところ｣

意外と評判がよいということもわかったともいう (城島舟

禮 ｢身辺雑記｣ 昭和12年８月)｡ こうした理由から､ ｢日本版

刊行｣ と､ 鳴り物入りで出版した 『月刊満洲』 であったが､

編輯の形式としては､ もとにもどったということになる｡

昭和12 (1937) 年７月29日の日付をもつ竹中英太郎 ｢東

京事務所雑信｣ には､ この 『月刊満洲』 の ｢日本版｣ 創刊

号については､ ポスターもつくり新聞広告も出して宣伝に

もつとめた結果､ 丸ビル内書店でも即日5冊販売といった

情報もはいり､ 東京事務所には直接の申込みや前金の申込

みを毎日数十通舞い込んで来たとある｡ 新聞広告は､ 東日・

東朝・大毎・北海タイムス・新愛知・河北・福日などにも

出している｡ 実はこの記事の前半には､ ｢ＡＢ 満洲行青年

記者 Ｂ童画をよくする人｣ の求人広告を出したがの応募

状況が悪く､ 満洲行きが嫌がられていると竹中自身はくさっ

ていたところであったという (竹中英太郎 ｢東京事務所雑信－

満洲はイヤがられてる？｣ 昭和12年８月号)｡

この日本版刊行と関連する事態であろうが､ 城島の目論

見としては､ この日本版発刊を好機として東京で印刷をす

ることとし､ 社員も採用して編輯 (組附け) をやらせよう

と考え､ 満洲からどんどん原稿を送れば片っ端から立派な

雑誌になって出て来る手はずと目論んでいたが､ それがう

まくいかず､ 結局舟禮自身が東京において編輯校正に付き

切りになり､ 滞在20日の予定が２ヶ月にもなってしまった

という｡ そして東京での印刷は２回だけで中止し､ 再び満

洲での印刷に切り替えた｡ 舟禮の弁明では､ 東京印刷を満

洲にかえただけのことであり､ 日本での四大取次ぎによる

全国書店への配本は変わりないので事情は変わらない､ と

強気の弁である｡

しかしながら､ この東京での印刷の目論見がはずれたこ

となどは､ 日本版の中止ということと深く関わっている模

様でこの東京失敗の打撃は大きかった｡ この印刷所変更の

決定が大変で､ 今回の東京での印刷を引揚げて満洲での印

刷についても､ 東亞印刷の都合がつかず､ 結局 ｢村田社長

の侠気｣ で引受けてもらって満日で印刷をした (城島 ｢身辺

雑記｣ 昭和12年10月)｡

日本進出については､ 本来５万４千円の資金調達をもっ

て始めないといけなかったところを､ 生来の ｢無鉄砲｣ か

ら僅か１万円で始めてずいぶん難航したと反省する｡ 前々

号は４万７千部印刷をして約８千円かかったという｡ そし

てこの東京印刷の失敗の打撃に対して ｢たすけ船｣ を出し

てくれる人もいて､ 当面は２万部の刊行を堅持し､ ６ヶ月

目ごとに１万部増刷との目処をつけて再開した｡ このため

頁を減らすこととなり､ さらに発行日も混乱をしてしまっ

たという (｢身辺雑記｣ 昭和12年10月)｡

昭和12 (1937) 年12月号 (10巻10号) の奥付には月刊満

洲社の編輯部が新京崇智胡同601に移ったことが記されて

いる｡ 同号の ｢身辺雑記｣ でも編輯陣を新京に進めること､

舟禮も原則的には新京に住むこととなった旨の告知がある｡

それまでは､ 編輯に撫順で約10日､ 校正で大連約１週間､

あとの17､ 18日くらいを新京・奉天と回っていたというこ

とだったが､ 今後の予定は､ 新京14～15日､ 大連の校正６

日､ 撫順・奉天その他10日あまりとなる見通しであった｡

満洲国の治外法権撤廃にともない､ 徐々に満洲国内の文化

運動も兆しを見せ始めた時期でもあり､ これまで発祥の撫

順にこだわってきた舟禮だが､ 新京に出ざるを得ない状況

になったというのが正直なところであろうか｡

少し前だが昭和12 (1937) 年３月には満文大衆雑誌 『明

明満洲』 を創刊することとなった｡ 『月刊満洲』 の ｢満文

版｣ ともいうべきもので､ 菊版64ページ､ 口絵４ページ､

20銭で出発するという｡ 主幹兼編輯長として前開原公学校

校長稲川浅次郎を迎えた (城島舟禮 ｢身辺雑記｣ 昭和12年２月)｡

この 『明明』 は軍でも民間でも評判がよく､ ある ｢満人書

店｣ からは５千部引き受けを申し込んできたという｡ 『月

刊満洲』 は欠損だが､ 『明明』 は儲かると意気盛んである｡

編輯は陳・趙青年に一任であった (｢身辺雑記｣ 康徳５年３月)｡

康徳５ (1938) 年３月の目次部分に､ ｢発行部数30000｣

― 88 ―



｢日本内地・満洲・朝鮮・台湾各地書店発売｣ とある｡ こ

れは大阪で中国との貿易に関わっている川口薬舗代表社員

松井恒男から､ 確実に毎号手に入る方法を教えてほしいと

の要望を受けて書いたものであるが､ ここで舟禮は､ 毎月

日本全国の書店に出しているがすぐ売れてしまうこと､ 新

聞広告はしていないこと､ だが全国の書店に行き渡ってい

るはずであることを述べている｡ また内地進出以来５割か

ら６割の売上増であることもあわせて報告している (｢身辺

雑記｣ 康徳５年３月)｡ また､ 小説の単行本も出すこととし､

岩波文庫の向こうをはって城島文庫にしようとのはなしも

あったが､ 恐縮でもあり､ 明明文庫にしようとしたら､ ど

うしても城島文庫にせよということで､ ３月から初月は２

冊､ 以後１冊ずつ刊行することとしたという (｢身辺雑記｣

康徳５年３月)｡

康徳６ (1939) 年11月の広告として､ 月刊満洲 ｢大陸読

物叢書｣ 第一輯 天野光太郎 『二重生活者の手記』､ 庄司鄭

吉 (通惟) 『何とかスキーの娘』､ 山口海旋風の題目未定､

と出ている｡ 『満洲異聞』 はすでに21刷､ 『満洲人の少女』

も ｢東亞の黎明を告げる大建設文学の先駆｣ との広告も打

たれている｡ この天野光太郎 『二重生活者の手記』 につい

ては､ 『苺にくさる』 と題して刊行された｡ また第三輯は

山口海旋風 『東亞風土猟奇物語』 (甲斐巳八郎装釘) で刊行

された｡ 天野光太郎は本名真殿星麿で新京公会堂の主事で

あったという｡ 戦後は奈良新聞の経営にあたったというが
(北村謙次郎 『北辺慕情記』)､ 筆者未確認である｡

康徳11 (1944) 年17巻６号では､ 月刊満洲社および月刊

満洲社東京出版部の社名で､ 合志光 『満洲建国』､ 関東軍

将兵短歌集 第1輯 『砲火なき戦』､ 山名正二 『満洲義軍』､

納富重雄 『大陸資源行脚』 の広告が出ている｡ ここで管見

の限りで月刊満洲社の刊行図書をまとめておくこととした

い｡

寺田喜治郎 『教育を打診する』 月刊撫順社 1932

今枝折夫 『滿洲異聞』 月刊滿洲社, 1935

石敢當 『雑談支那』 月刊滿洲社, 1936

合志光 『少年滿洲實話集 第１輯』 月刊滿洲社, 1937

『撫順市街地図』 月刊滿洲社, 1937

小泉菊枝 『滿洲人の少女』 月刊滿洲社, 1938

百靈 『火光』 月刊滿洲社, 1938. (城島文庫)

天野光太郎 『苺にくさる』 月刊滿洲社, 1939

『撫順炭礦概要』 月刊満洲社, 1939

山口海旋風 『東亞風土獵奇物語』 月刊滿洲社, 1939

山名正二 『滿洲義軍』 月刊滿洲社東京出版部, 1942

納富重雄 『大陸資源行脚』 月刊満洲社東京出版部, 1943

眞殿星磨 『禁酒日を破る』 月刊滿洲社, 1944

なおこの他に､ 前掲大村茂 ｢月刊満洲社と竹中英太郎｣

では次のものがあがる｡

庄司鄭吉 (通惟) 『何とかスキーの娘』

伊地知則彦 『蒙古の子供達』

百瀬宏 『白色地帯』

中平亮 『レーニン会見記』

ここにある寺田喜治郎は撫順中小学校の国語の教員で､

教員による国語夜話會をつくって月二回例会を開いて国語

教育の研究につとめ､ 『コドモ満洲』 はこの会の編輯でも

あり､ 全満各小学校で絶賛をうけているとされる (城島

｢身辺雑記｣ 昭和９年４月)｡ 『満洲義軍』 は東京出版部の処女

出版で､ 紙の配給が少ない中で三千部を刷りすぐに売り切

れた｡ また竹田宮殿下の目にとまり称賛されて大本営陸軍

報道部の推薦図書にもなったという (城島舟禮 ｢身邊雜記｣ 康

徳10年１月)｡

康徳６ (1939) 年４月からまた印刷所を奉天の満日工場

に移している｡ 校正はいつも印刷工場での出張校正のよう

で､ 約1週間奉天に滞在する｡ 取材から原稿依頼そして校

正まで､ さらに単行本の出版までこなしている｡ ともかく

無理な日程で動いていて､ 仕事に追われる毎日のようであ

る｡ 奉天では瀋陽館に泊まるも､ 仕事のあとの入浴がうま

くいかずヤマトホテルに移動したりしながら仕事に精をだ

している｡ それでも雑誌の反響があると喜び､ さらに小泉

菊枝 『満洲人の少女』 が ｢日本文化協会｣ の第一回文藝賞

の候補作品となり現物を送るようにとの通知が来たりもし

た｡ ただこれらの単行本の出版については､ その印刷を東

京で行ったのだが､ その ｢不誠意｣ から安かろう悪かろう

の出来となり､ 舟禮はひどく腐ってしまって ｢出来た製品

を三ヶ月も倉庫にぶち込んで居た｣ という｡ しかしながら

ようやく東京堂や大東館・東海堂・北隆館・大阪屋號の手

を通じて全国書店に出したところよい評判を得て､ こうし

て候補作にもあがったというわけであった (城島舟禮 ｢身辺

雑記｣ 康徳６年５月)｡ この小泉菊枝 ｢満洲人の少女｣ は､ 協

和会奉天市本部を中心に誕生した奉天協和劇団により劇化

されることにもなった (田中總一郎 ｢“満洲人の少女”を劇化す

る｣ 康徳６年８月)｡ さらに満映で映画化されることも決定

されている｡ また小林實 ｢干柿と戦車｣ がラジオドラマに

なって新京中央放送局から放送され､ 出版活動も順調であっ

た (｢身辺雑記｣ 康徳６年11月)｡ この ｢満洲人の少女｣ の桂玉

はその後康徳８ (1941) 年正月に陶青年と結婚して男子天

保を生んだが､ その三日後に産褥熱に犯されて亡くなった

という｡ 享年20歳であった｡ 月刊満洲社は誌面に ｢満洲人

の少女｣ 桂玉さんの遺児天保ちゃんの養育費募集の記事｣

を掲載して義捐金を募った (康徳９年９月)｡

そして城島文庫と銘打って出版した古丁の ｢暗｣ が大内

隆雄の訳で 『日本評論』 ４月号に掲載されたとの報告もあ

る｡ 城島文庫は結局５冊､ 明明は19号まで出したという｡

５月からは ｢凝りずこんどまた｣ 『藝文志』 を出すことに

なった (城島舟禮 ｢身辺雑記｣ 康徳６年５月)｡

こうした雑誌の編輯・刊行や出版活動､ 営業活動が評価

されてか､ 康徳６ (1939) 年10月１日 (この就任日は ｢身辺

雑記｣ 康徳７年10月の記事による) 新京日日新聞の社長に就任

することとなり､ 誌面で報告された (｢身辺雑記｣ 康徳６年11

月)｡ 先輩各位の御推輓により新京日日新聞社長となると
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の由である｡ 新京日日といえば､ 昭和９年７月に､ 土地の

払い下げを巡って城島のゴシップ記事が掲載されて抗議文

を送った新聞社でもある｡ 新京日日新聞はその長い歴史を

通じて ｢常に良き ｢街の新聞｣ でありました｣ と舟禮は述

べているのだが､ 過去のいきさつにこだわらぬ性格でもあっ

たのか､ また新聞というより大きな器のメディアにやはり

関心が動いたのであろうか｡ 舟禮は､ 新聞のほうが編集・

営業ともども人を得ているから舵をとっておきさえすれば

よいので､ 月刊満洲こそが ｢私の生命ですから､ 如何なる

ことありとも飽くまでも私の手で育てて行く決心である｣

とあらためて宣言している (｢身辺雑記｣ 康徳６年11月)｡

康徳７ (1940) 年になり２月号限りで編輯からいったん

身を引いて若い編輯者にやらせることとし､ ３月号から６

月号までを任せた (｢身邊雜記｣ 康徳７年７月)｡ 新京日日新聞

の社長業もあり､ そろそろ編輯を交代と考えたのであろう｡

だが､ やはり気になるのか社長に就て雑誌編輯がおろそか

になったと批判されるのを恐れてか､ ７月号からふたたび

編輯にかかわることとしたという｡ 編輯から離れて急に老

い込んだといいまた編輯から離れるのは淋しいと記してい

るが､ やはりこの新聞社社長への就任問題が深く関わって

いるようにも推察される｡

そして舟禮は一人娘の詠子を建国大学塾頭斎藤英一に嫁

がせている｡ ｢登張竹風先生・三品参謀及び大森病院長御

夫妻の媒酌｣ で､ 崇智胡同に同居との由である (同 ｢身邊雜

記｣)｡ 斎藤英一については､ 北村謙次郎によれば､ 絵もう

まく黄土坡美術グループの総帥でありその名づけ親でもあっ

た (北村謙次郎 『北辺慕情記』 大学書房 昭和35年)｡ この前後の

號から､ 斎藤の挿絵や表紙絵が登場するが､ 北村もいうと

おり､ 舟禮の筆致からはこの斎藤英一を迎えて将来を嘱望

していた様子が読み取れる｡ 舟禮は､ 斎藤に嫁がせたと書

くが､ 北村は斎藤英一を婿に迎えたと書いている｡ この時

点での誌面での署名は斎藤英一となっているが､ 康徳10

(1943) 年１月号に描いた表紙絵の目次表示では城島英一

になっている｡ 正式に養子であったのかこの時点で改名し

たのか不明だが､ 北村がいうように､ 実質的には婿に迎え

たということなのであろう｡

さて新京日日新聞社長就任後１年経過して舟禮は､ この

社長就任の件について､ 新聞社社長などに就いたら 『月刊

満洲』 がおろそかになると心配もされたが､ 本誌は良くは

なったが少しも悪くはなっていないと言い切っている｡ そ

して新聞社の方も､ 新活字と活字鋳造機を購入し､ 国策に

順応して12ページを８ページに､ また誌面の16段制を採用

したこと､ 社員の抜擢主義を採用したことなど､ そして経

営も増収をみたとある､ 改革振り・活躍振りをアピールし

ているのである (｢身辺雑記｣ 康徳７年10月)｡

康徳９年１月号の ｢身辺雑記｣ には､ 陸軍士官学校や真

崎甚三郎副官から､ 本誌連載の山名正二 ｢日露戦争秘史

満洲義軍｣ を教材として使いたいので寄贈を願いたいとの

申し出があった旨の記事が載る｡ 相変わらず軍などへの目

配りが持続していることがうかがえる｡ おなじ ｢身辺雑記｣

に､ 11月20日に本誌寄贈者名簿２冊が奉天駅待合所で盗ま

れたとの記事が載るがその名簿数は千余名という｡ 満洲日

日に懸賞広告を出すなど手を尽したが出てこず､ これまで

寄贈を受けてきた読者で本誌が届かぬ場合には葉書で連絡

をしてくれるように依頼をおこなっている｡ これはかなり

致命的な失策であるとも思われるが舟禮はあまり気に病む

様子もなく ｢身辺雑記｣ で報告している｡ ともあれ､ この

時期になっても千部あまりの寄贈を行っているということ

は､ 創刊の時期に撫順を地盤としてコミュニティ誌的な性

格をもって刊行し始めそして部数を着実に増加させて広告

も得てきたそんな手法が､ 国策会社や軍・官庁を相手にし

ても生かされてきたということでもあるのだろう｡

このように､ 本誌は創刊以来､ 満鉄をはじめ軍部､ 官庁､

国策会社､ 各種団体など､ 多くの寄贈を行い､ 販路の拡大

と人脈を築いてきた｡ また記念號や慰問用として軍部に大

量の寄贈などもおこなってきた｡ そして､ 康徳９ (1942)

年にはいっても､ これらの寄贈は毎号一千部ちかくにのぼっ

ているのである｡ しかしながらこの時期にいたって､ 販売

いっさいを満配 (満洲書籍配給株式会社) が取り扱うこと

となり､ 用紙の節約や販売実績の伸張のために､ 寄贈誌を

全廃するようにと満配が要請をしてきている｡ こうした申

し出を受けて舟禮は､ この２月号をさいごにして第一線の

兵士への慰問以外の寄贈を中止することを決めている (城

島舟禮 ｢編輯後記｣ 康徳９年２月)｡ 満洲書籍配給株式会社 (満

配) の設立は康徳６ (1939) 年12月であるが､ 康徳８

(1941) 年12月には､ 満配は全満を５区に区分して各区ご

とに一営業所を新設しこの営業所が直営として管内書店へ

書籍配給に責任持つという体制を確立しており (『満洲読書

新報』 昭和17年３月 58号､ もとの記事は大毎昭和16年12月21日)､

こうした配給体制が､ 『月刊満洲』 の寄贈体制にも影響を

与えたのかもしれない｡

『月刊満洲』 奥付の編輯人名義が岩根正雄退職後もその

まま記載されてきたことについては少し触れたところだが､

康徳９ (1942) 年10月号から､ 工清定に替わっている｡ こ

の件に関連して康徳９年９月号の ｢身邊雜記｣ で城島舟禮

は次のように記している｡ ８月号を校了して約10日の予定

が３日遅れで帰国したところ､ 帰ってみると編輯長の工君

が家事都合で舟禮の帰宅を待たずに帰国したとのこと､ 舟

禮はこれはまだ自分が編輯から退陣することを神が許さな

い証拠だと考えることにして９月号の編輯を引き継いだ｡

文筆家の工君をこんな編輯雑務で追い回すのは気の毒でもっ

たいないから編輯雑務は今後また舟禮が継続することにし､

工君には主として文筆でやってもらうことにした､ と｡ つ

まりここしばらくの号の編輯は工清定がやっていたという

ことになる｡ そして編輯雑務をまかされながら工は奥付に

もその名義がでなかったということであった｡ そしてここ

で舟禮は､ 編輯を自身でやることとして､ その雑誌編輯の

名義を10月号から工に変更して､ その労に報いたというこ

とではないかと推察される｡ 工清定は能美郡根上町福島の

生まれで､ 大正12年石川師範学校本科一部を卒業して能美
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郡小島尋常高等小学校に赴任｡ 師範学校時代に文芸同人雑

誌の編集もおこなったという (深川明子 ｢石川県における大正

期の綴り方教授｣ 『金沢大学教育学部紀要教育科学編』 Vol.30)｡ 工

はその後本誌にも記事を執筆し､ さらに著述として 『黄龍

旗異聞』 (撫順文学研究会1940年) や 『闘花』 (1944年 赤羽末吉

装釘) もある｡

そして康徳11 (1944) 年６月号の 『月刊満洲』 は､ 城島

舟禮の追悼号となる｡ この号には城島舟禮絶筆の ｢身辺雑

記｣ が載る｡

｢－電話で失礼ですが…／－いや､ 電話の方が結構､ こ

の忙しいとき座り込まれちゃ大へんだ｡ ／まさかこんな挨

拶をするものもゐまいが､ 人手の足りぬ､ 足の不便な今日

この頃､ お互いになるべく､ 電話で済む處は電話で済まし

たいものである｣ と書き出されている ｢身辺雑記｣ である

が､ 相変わらず多忙の様子がうかがえる｡ 雑誌編輯にあっ

ても､ 自ら取材や校正などもやってきており､ それに新聞

社の社長を兼務するとなれば､ なかなか大変な毎日であっ

たろう｡

この絶筆のあとに､ 社員が注として補記したものによる

と､ 臥せたのは１月26日のことで､ 舟禮のことを､ ｢ああ

見えても､ こと原稿に関しては実に用意周到で､ 臥床した

正月26日前に三月号の原稿は全部印刷所へ渡してをり､ そ

の上四､ 五月号の編輯プランまで立て､ しかも宛名まで書

き残されてゐた｣ という｡ こと編輯にあっては､ まことに

きっちりとした性格であったようである｡ そして生野仁の

弔辞によれば､ 死の直前まで語り遺された言葉は､ ただた

だ雑誌のことだけであったという (｢弔辞｣ 康徳11年６月)｡

３月30日に執り行われた葬儀で弔辞を述べてこの追悼号

に収載されているのは､ 関東軍報道部陸軍中佐生野仁､ 弘

報処長市川敏､ 満洲新聞社社長和田日出吉､ 古丁､ 友人代

表平島敏夫である｡ このうち古丁は､ ｢満文の読物が全然

なかった時に､ 満文月刊雑誌 ｢明明｣ をお出しになり､ 満

文作品個人集城島文庫を刊行せられ､ 私達の拙い綴方を発

表して下さいました｣ と感謝の言葉を述べ､ さらに 『明明』

が出る度に無闇に私達をほめてもらい､ 鼓舞もされたこと､

しかしながら ｢私達に ｢月刊満洲｣ に原稿を書かせて置か

れて､ 稀にしか発表されなかった｣ とその編輯行為の厳格

さに言及している｡

ほかに結城清太郎 ｢髣髴来舟礼城島君｣ が載り､ ｢舟禮

しのぶ草｣ として､ 佐々木到一 ｢舟禮君の追憶｣､ 小村鳥

巣人 ｢寒舟禮の句｣､ 五百旗頭佐一 ｢佛さま｣､ 石原巌徹

｢痛惜舟禮先生｣､ 大野審雨 ｢撫順時代｣､ 中塚一碧楼 ｢弔

句｣､ 天野光太郎 ｢満洲を去る｣､ 山名正二 ｢人間城島さん｣､

田村敏雄 ｢追憶とおわびと｣､ 金丸精哉 ｢佛心｣､ 山口愼一

｢香一�を献げて回顧する｣ が載せられている｡ 16年もの

間､ それも最後まで読者と近い距離で編輯をおこなってき

た城島舟禮への偽らぬ心情や惜しむ気持ちが伝わってくる｡

友人代表の平島敏夫は弔辞のなかで､ 遺志は息子の英一が

継いでいくだろうと述べているが､ この号の発行人はその

城島英一になっている｡

その後見ることができた号は､ 康徳12 (1945) 年５月刊

行の18巻５号であるが､ 終刊は不明である｡ 北村謙次郎は

『北辺慕情記』 のなかで､ 戦後この娘婿英一は行方不明で

あり､ 召集を受けて戦死したかシベリアで病死したかと推

察していたのだが､ 北満の某所で病没したこと､ 遺族が九

州で健在であるとの消息を記している｡ このように英一も

戦争前に亡くなった模様であり､ 間もない時期に休刊・廃

刊となったのであろう｡

以下､ 主として遼寧省図書館で閲覧することができた

『月刊撫順』 『月刊満洲』 により目次一覧を作成してみた｡

一部神奈川県立図書館所蔵分で補った｡ 中国では遼寧省図

書館のほかにも所蔵があるが､ それらについていずれ機を

みて作業をおこないたいと思っている｡

舟禮は目次を編輯するにあたって､ 本文の論題をかなり

簡略化するなど改変を加えている｡ それ故目次と論題につ

いては､ かなりのものが異なっている｡ また頁数もかなら

ずしも正確ではない｡ 今回､ 所蔵雑誌の目次が欠落してい

るものも､ 一部本文から起こしたものもあるが､ こうした

点はご了承願いたいと思う｡

また巻号が調査の不備もあり一部確定できないものもあ

るが､ 刊行年でとりあえず通してある｡ そして遼寧省図書

館では､ ｢訪書記｣ でもふれたように､ 2008年から電子コ

ピーを許さず写真撮影となった｡ わたしの写真技術はまこ

とにおぼつかないかぎりで､ 帰国してからの作業では現物

の確認もできず､ 誤記など多く存在していると思うが､ こ

れもまたあらためて確認の作業をおこない正確を期したい

と考えている｡

『月刊撫順』 『月刊満洲』 目次一覧

月刊撫順 昭和４年４月

銃猟漫談…1

スポーツの社会的意義 宮北重政…2

スポーツ川柳 田中放浪子…2

撫順運動界本年度の活躍 其の一

野球部－剣道部－庭球部－陸上競技部…4

ペンの走晶 尾崎昇治郎…5

命がけの審判 萩原兼顕…12

ラグビー・フットボールに就いて 上 山崎一雄…15

私の理想 山岡信夫…17

新婚行進曲 夢三…3

夢中で過ごした頃 野原五郎…19

結核の話 五 炭礦衛生醫 小池兼三…20

川柳漬1 遼陽 冷泉小葉

入学試験撤廃に関する考察 撫順女学校長 八木壽治…24

私の小学時代 隅野光世…25

凧の糸 田中放浪子…28
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新聞閑談 S生…29

三人合評 撫順炭礦経理課長 大垣研君

帰省雑詠 大野審雨…34

ワンストライキ たの字…34

蒙御免撫順洋楽家番附…35

新築撫順医院本館施設 医院 Ｈ生…36

エレベータ 某氏のノートの余白から ときやす生…38

人の中の人を求めて行脚するの記3 ×探偵社長…40

奥さんの支那語 杉岡嘉一…43

停車場漫談A 撫順駅赤帽生…44

俗解俳句の心 兼崎地橙孫…45

野球問答 萩原兼顕…46

春宵秘話 まさる生…48

懸賞問題…49

野球監督の苦心 岩田晴男…50

ハクション

荒城会詠草 杉浦青南…53

ホテルのいかもの会 Ｔ生…56

撫順野球部創設五箇年間のメンバー…57

鞍山のページ 少しばかり情けない話2…58

鞍山楽屋話…58

中程に美人…59
奥付

昭和４年４月5日印刷

昭和４年４月10日発行 毎月10日発行

発行人 城島徳壽 撫順中央大街六六番地

編輯人 月野一霽 撫順西十條通三番地

印刷人 太田信三 大連市大山通六三番地

発行所 月刊撫順社 撫順中央大街六六番地

印刷所 小林又七支店 大連市大山通六三番地

誌代 普通號 一部拾銭 増大号 一部弐拾銭

前金御払込みに限り 六箇月分 六拾銭 (含増大號) 一箇年分 壱

圓弐拾銭 (同)

広告料 一行 (九ポイント､ ベタ) 参拾銭 一段 八圓 半頁 弐拾

圓 一頁 参拾五圓

表紙の二､ 三及び広告頁以外の御指定は 弐割増 六箇月以上の連

載の場合は割引致します｡ 本誌発行部数 四千部

月刊撫順 昭和４年６月

報賞…1

漫文小説 帽子1 橋本静雄作 細木原青起…2

砂文字…7

蒙御免撫順長寿番附

撫順に於ける衛生状態と清潔デー

撫順警察署長 大林太久美…10

花御堂 大野審雨

うれしい話いやな話2 丘島春吉…12

撫順の思い出 陸軍省教育統監部 谷萩大尉…14

時計の買い方 鈴木時計病院主 鈴木勝守…15

撫順にて 加藤郁哉…16

春日釣魚 西田嵐翠…16

結婚余禄2 夢三…17

奥さんの支那語3 杉岡嘉一…18

木下長官日日集…20

私の正直な與方 大川哲緒…21

部下の首を切るを自分の指でも切られる様な思いになり得

る大人が炭礦に幾人居る？! 坑内五九郎…23

養犬家の福音 無料検便…25

漫談戦…25

人の中の人を求めて行脚するの記5 ×探偵社長…27

カッフェスケッチ ＫＡ生…30

野球問答 萩原兼顕…31

ワンストライキ KT生…31

山本社長は仕事気狂 城島舟禮…32

二葉の記 石田薫…36

友へ 上 性病に悩む青年より…39

鼻の洋行…40

家庭子供服講座 2 婦人技芸講習所 江川進…41

声なき声…44

泥寧の第18回撫順陸上競技会記録…45

指紋より確かな耳型…46

〈附録〉

近代医学の趣向と特に体育問題…1

疫痢の応急手當…5

耳の話…7

痔の悪るい人達に…10

『お産は自宅でも大丈夫でせうか』 に答ふ…12

流行性脳脊髄膜炎の話…14

夏季傳染病の話…17

皮膚病の事ども…19
奥付

昭和４年６月5日印刷

昭和４年６月10日発行 毎月十日発行

発行人 城島徳壽 撫順中央大街六六番地

編輯人 月野一霽 撫順西十條通三番地

印刷人 太田信三 大連市大山通六三番地

発行所 月刊撫順社 撫順中央大街六六番地

印刷所 小林又七支店 大連市大山通六三番地

誌代 普通號 一部拾五銭 増大号 一部参拾銭

前金御払込みに限り 六箇月分 九拾銭 (含増大號) 一箇年分 壱

圓八拾銭 (同)

広告料 一行 (九ポイント､ ベタ) 参拾銭 一段 八圓 半頁 弐

拾圓 一頁 参拾五圓

表紙の二､ 三及び広告頁以外の御指定は 弐割増

六箇月以上の連載の場合は割引致します｡

本誌発行部数 五千部

月刊撫順 昭和４年７月

天狗の正体＝殊に聲楽天狗様方の＝ 冲中理學博士

色の話 ちかし…15

怪漢？と見しは伍堂中将・自由人を以て任ずる米城前理事

一風樓山人…27
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撫順婦人の買物振り 東ペン吉…8

一齣千金…11

晩霞畫伯と撫順の印象…3

砂文字…7

撫順春季庭球リーグ戦記…18

断水 (漫画) …40

奥さんの支那語…23

炭礦の夏時制 児童教育一家言…26

社員會に活気を注入せよ!! 山本勝康…34

夏季衛生標語入選發表…46

駆け出し記者の愛の巣覗き 麻生憲三…21

青スダレ (漫談) …24 撫順写真作家の目覚ましき進出…

ギスカゴ (漫談) …14 ヘドをはきたくなる記…10

フワンニー・ストリー…46

家庭副業懸賞募集…44

笑話…52

撫順保険契約高番附…26

第八回奉撫對抗陸上競技大會記 Ｋ・Ｈ生…44

霊薬 『ゲンノシヨーコ』 某醫學博士談…30

北滿漫遊断片 西尾北鳴…29

結婚余録…12

犬の寄生蟲に就て…11

詩と俳句

自嘲雑談…・38

本誌配附先…47

技術と精神力の関係…19

編輯後記…

安奉線ポイント往来…40

俳諧懺悔 大野審雨…32

心得置くべき夏季衛生法 小池憲三…49
奥付

昭和４年７月５日印刷

昭和４年７月10日発行 毎月十日発行

発行人 城島徳壽 撫順中央大街六六番地

編輯人 月野一霽 撫順西十條通三番地

印刷人 太田信三 大連市大山通六三番地

発行所 月刊撫順社 撫順中央大街六六番地

印刷所 小林又七支店 大連市大山通六三番地

誌代 普通號 一部拾五銭 増大号 一部参拾銭

前金御払込みに限り 六箇月分 九拾銭 (含増大號) 一箇年分 壱

圓八拾銭 (同)

広告料 一行 (九ポイント､ ベタ) 参拾銭 一段 八圓 半頁 弐

拾圓 一頁 参拾五圓

表紙の二､ 三及び広告頁以外の御指定は 弐割増

六箇月以上の連載の場合は割引致します｡

本誌発行部数 四千五百部

月刊撫順 昭和４年８月

地方委員理想選挙原稿募集…71

俳歌詩

夕立晴 審雨…4

北滿詠草 北鳴…5

慨嘆録 篤…34

五月雨 千代子…18

滯郷その折々 一風樓…39

川端一家吟 數家…42

ゴシツプ

ブラサゲル…22

青スダレ…17

ワンストライキ…32

三つの電燈…43

音楽家スナップ…52

迷案内…26 月刊撫順社の大アマゾン開發…25

駆け出し記者の愛の巣覗き 麻生憲三…35

州外聯盟野球大會に参加して 萩原兼顕…46

新任總裁へ

報賞を正確にし働ける者に酬ひよ!! 無名子…56

此の一事を 輝三…57

何人でも宜しい 川村芳男…57

秘密主義を排して明るい會社に 山本政喜…58

撫順区地方事務を炭礦より分離獨立せしめよ

碧山人…60

山本總裁は何と云つても仕事をした むくろじ…62

植民地教育従事者の一人として新總裁に望む

直木生…63

希望－六項 召水樓…64

綱紀粛正を!! 下積生…66

社員の不平も希望も温容を以て受けよ!! 孤城學人…68

千金の學校のページ…53

性欲の感覚成分 ちかし…2

撫順の思ひ出 谷萩大尉…9

一週年を迎へて 城島舟禮…41

◇一週年を迎ふるの辞…36

◇涼しい話暑い話 前田彦裕…1

◇外遊写真作品發表に就て 志波亀次…40

◇壁も柱も部屋の飾り Ｏ・Ｎ・Ｔ…23

◇誰が私に小箱を造ってくれるのか △○生…18

◇Ｋが宗匠になつた 大野審雨…20

◇明るく生きむがために 後藤青丘…33

◇背後から悪罵 現場小…61

◇見たまゝ聞いたまゝ 地廻り生…29

◇本社の事業…72

◇砂文字…44

◇撫順名士を漫画に書くなら…69

◇紹介状を募る…49

◇撫順に住むは命がけ…39

◇奥さんの支那語 杉岡嘉一…19

◇趣味の聯珠神 上木三山…45

◇野球精神 萩原兼顕…24

◇大公望 (釣りの話) 三岳生…22

◇おたいこが締め度い てを…25

◇一割五分以上配富の會社…26
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◇撫順 育協會決算報告…24

◇編輯後記 城嶋生…72

北滿漫遊断片 西尾北鳴…8

上水節約標語發表…70

松岡副總裁と石臼 城嶋舟…50

一流藝者は斯うして定める…16

狂犬病の話 松井隆弐…27

地方委員理想選挙原稿募集…71

俳歌詩

月刊満洲 昭和４年９月

撫順人よ､ 目を醒せ!! 炭平…1

蟲売 審雨…25

立秋他三篇 宮崎一歩…43

婚姻の進化 ちかし…2

撫順野球部選手打撃率…10

廣告に就て…39

撫順を顧る 転々居士…8

初回以来の撫順区地方委員…14

副總裁よおごれ…44

仲居論… ？生…15

クサメ…7

砂文字…30

植民地教育者の立場より新滿鉄總裁へ 直木生…32

地委選挙廓結論

女郎の張合ひと地方委員選挙 武蔵野北川…18

町から出し度い地方委員の顔振れ 川村芳男…20

天皇は嗤ふ 無名士…22

理想抱負なき立候補とお祭気分を禁ぜよ

呑州庵主人…・22

地方委員選挙に就て…26

銭學無駄口 Ｋ生…27

地方委員選挙回顧録 良雄…27

蕎麦・天ぷら・おでん 大野生…32

金歯を呑んだ美人…33

手帳の一ペーヂ…34

月刊撫順一周年號を読んで ＫＫ生…36

かくてえる…35

西洋小話…44

関西大學對撫順警察署撫順道場剣道試合記…38

一句の解…40

八時間制實施記念スポンヂ大會…10

下級社宅の改善を要望す 一傭員生…42

月刊撫順話の會…41

お断り…21

趣味の聯珠 上木三山…46

亡児を追想して…45

編輯後記…47
奥付

昭和４年９月５日印刷

昭和４年９月10日発行 毎月十日発行

発行人 城島徳壽 撫順七條通三三番地

編輯人 月野一霽 撫順西十條通三番地

印刷人 太田信三 大連市大山通六三番地

発行所 月刊撫順社 撫順東七條通三三番地

印刷所 小林又七支店 大連市大山通六三番地

誌代 普通號 一部拾五銭 増大号 一部二五銭

前金御払込みに限り 六箇月分 九拾銭 (含増大號) 一箇年分 壱

圓八拾銭 (同)

広告料 一行 (九ポイント､ ベタ) 参拾銭 一段 八圓 半頁 弐

拾圓 一頁 参拾五圓

表紙の二､ 三及び広告頁以外の御指定は 弐割増

六箇月以上の連載の場合は割引致します｡

本誌発行部数 四千部

月刊満洲 昭和４年10月

砂文字…1

クサメ…5

さゝやき…15

断髪物語 ちかし…2

視察者の眼に映ずる撫順の姿 Ｋ・Ｓ生…6

我々に切實な問題 (主として消費組合に就て)

永安臺人…8

社宅改善意見募集…31

短歌 一風樓､ 千代子…14

地方委員選挙後日譚…36

災難除けの護符…13

支那語が出来なきや昇給停止だ!! 野西蕪郎…16

かくてえる…18

女性哲學…23

算術問題…26

思ひ出しては 審雨生…19

奥さんの支那語 杉浦嘉一 …22

附録

商業實習生報告 (千金小學校商科生の夏季休暇中の収穫)

眉を剃り落された話 千代子…24

意識院明瞭豪然居士へのお線香 漁郎山人…29

西洋小話…12

彼女は何だらう？…28

趣味の聯珠…26

春着の仕度は一寸待つた ？生…27

松田拓務大臣を試写臺にする記 城島舟禮…32

滿洲野球大會記録－いろは順－

経過並に短評 吉野生…村田生

批判並に感想 岡雄一郎 高井恒則 高畑信三郎 清水喜一
奥付

昭和４年10月5日印刷

昭和４年10月10日発行 毎月十日発行

発行人 城島徳壽 撫順七條通三三番地

編輯人 月野一霽 撫順西十條通三番地

印刷人 太田信三 大連市大山通六三番地

発行所 月刊撫順社 撫順東七條通三三番地
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印刷所 小林又七支店 大連市大山通六三番地

誌代 普通號 一部弐拾銭 増大号 一部三〇銭

広告料 一行 (九ポイント､ ベタ) 参拾銭 一段 八圓 半頁 弐

拾圓 一頁 参拾五圓

表紙の二､ 三及び広告頁以外の御指定は 弐割増

六箇月以上の連載の場合は割引致します｡

本誌発行部数 4500部

月刊撫順 昭和４年11月

社宅雑感 福島福二

視察者の眼に映ずる撫順の姿 二 Ｋ・Ｓ生

この心 砂文字 漫談 かくてえる

地方委員會覗記 舟禮

正義 (思ひ出) ＳМ生

生き方といふこと 石原生

ひげの話 ちかし

朝博團體 ゴシツプ ＳＵ生

奥さんの支那語 杉岡生

スチーム鐵管・物置・等々 老佳生

鳳凰山 (短歌) 相浦青南

甘栗 (俳句) 大野審雨

撫順俗謡

くさめ 露情子

我々の切實な問題 (二) 永安臺人

某抗内班長との對話 城島舟禮

途上スケツチ (漫画)

大見切り (同)

たのまれた子 (同)

障子張り (同)

撫順俳壇の想ひ出 三木朱城

地方委員選挙後日譚 合作

腰辨十五年 一萬圓貯蓄法 ＫＫ生

支那語試験・昇給・賞與 (本社の問に答へて) 數氏

新年増大號懸賞募集 (豫告)

飯村大官屯驛長の深切

趣味の聯珠 上木三山

懸賞繪探し

編輯後記 城島生

半搗米がたべたい 黒面子

思ひ出しては (二) 審雨生

華語試験問題について山西炭礦長は斯く語る
奥付

昭和４年11月5日印刷

昭和４年11月10日発行 毎月十日発行

発行人 城島徳壽 撫順七條通三三番地

編輯人 月野一霽 撫順西十條通三番地

印刷人 太田信三 大連市大山通六三番地

発行所 月刊撫順社 撫順東七條通三三番地

印刷所 小林又七支店 大連市大山通六三番地

誌代 普通號 一部弐拾銭 増大号 一部三〇銭

広告料 一行 (九ポイント､ ベタ) 参拾銭 一段 八圓 半頁 弐

拾圓 一頁 参拾五圓

表紙の二､ 三及び広告頁以外の御指定は 弐割増

六箇月以上の連載の場合は割引致します｡

本誌発行部数 3500部

月刊撫順 昭和５年１月

年頭漫想 二計生

人生のスタートを貧乏から切り得るものは幸福だ 久保孚

警旬の世界を歩む 谷萩大尉

わかり易い榮養の話と其の調理 小池章次

私達の切實な問題 永安臺人

消費經濟に對する一考察 宮北重政

視察者の眼に映ずる撫順の姿 ＫＳ生

撫順の－これ丈けは改善し度い 日向保良

私は斯く思ふ 城島舟禮

漫談漫畫

パーティー さぶらう

テレビジヨン 美樹夫

クサメ

馬づら МＡＳＡＯ生

歸つてからの一時間 まさ太

茶ばなし ちかし

人間禮讃 渡邊寛一

思ひ出しては 審雨生

大空無碍 (京城・大連間航空試乗記) 西方嘉木

日活のスター梅村蓉子と語る 美樹夫

めざめかける人達・

南洋巡禮 光村

支那語化された撫順の名士

詩・歌・俳・柳

寝正月 西尾北鳴

めをと岩 鈴木露情

凍夜・初冬 市川英一

奇怪なる風景 玉井成樹

冬愁詩篇 宮崎一歩

初電樓 大野審雨

雪橇 相浦青南

喪中六首 宮北一風樓

川樹 數家

慕�慕人 サンシゲル､ ミヤキタ

月刊撫順誌上動議

撫順市歌・小説・戯曲・俗歌懸賞大募集

消費經濟に關する本社の質問に對しての答 數十氏

撫順奥様評判記 投書

スキーの話

アイスホツケーの話

雜

紹介廣告を募る

懸賞繪探し

趣味の聯珠上木三山

撫順俗謠 △□生
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偶虚

編輯後記

或る肺病患者の日記 ＳＵ生

學生時代の思ひ出 中路明

二人の怪人 (長編小説) 浅山知剣

[附録] 吾家の家計
奥付

昭和４年12月30日印刷

昭和５和１年10日発行 毎月十日発行

発行人 城島徳壽 撫順七條通三三番地

編輯人 月野一霽 撫順西十條通三番地

印刷人 太田信三 大連市大山通六三番地

発行所 月刊撫順社 撫順東七條通三三番地

印刷所 小林又七支店 大連市大山通六三番地

誌代 普通號 一部弐拾銭 増大号 一部三〇銭

広告料 一行 (九ポイント､ ベタ) 参拾銭 一段 八圓 半頁 弐

拾圓 一頁 参拾五圓

表紙の二､ 三及び広告頁以外の御指定は 弐割増

六箇月以上の連載の場合は割引致します｡

本誌発行部数 3500部

月刊撫順 昭和５年２月�育管見 澁野永安小擧校長…8

私達の切實な問題 永安台人…12

新任寺田警察署長の抱負…2

社員會の歩んで來た道は間違つてたか 崎山信義…16

秋田橘村氏の社員會献金論を駁す 山本勝康…20

六三社宅微苦笑録…35

撫順俗謠…48

安く賣って儲かる法…15

市内派出所巡禮 (漫畫) …11

懸賞間違ひ探し…19

州外卓球選手權大會を觀て…27

球友川野吉富兩君の死を悼みて…36

撫順余技 (隠し藝) 第一人者銘々録

[附�] 『吾家の家計』 『返禮廢止劵』

感謝の心 寺島千代子…24

恐るべき混砂白米の話…46

動きが見える 炭塊生…30

思ひ出しては 大野審雨…38

つむじ曲りの仙石總裁…31

手のかゝる撫順の宴會 東三住人…49

撫順操觚者を廻りて 眞砂橘…28

私は斯く思ふ 城島舟禮

撫順市歌・小説・戯曲・俗歌懸賞募集…77

一名佛倶樂部…11

勲章光らず (漫畫) …35

趣味の聨珠…23

災難除けの護符…22

クサメ…6

ささやき…29

映畫欄…55

編輯後記…56

千金鳥…51

遇感…55

紹介廣告に就て…15

世話のない結婚…51

判り易い榮養の話とその調理法…小池章次40

[誌上動議] 社宅衛生調査會設置に就て (答) …32
奥付

昭和５年１月30日印刷

昭和５年２月10日発行 毎月十日発行

発行人 城島徳壽 撫順七條通三三番地

編輯人 月野一霽 撫順西十條通三番地

印刷人 太田信三 大連市大山通六三番地

発行所 月刊撫順社 撫順東七條通三三番地

印刷所 小林又七支店 大連市大山通六三番地

誌代 普通號 一部弐拾銭 増大号 一部三〇銭

広告料 一行 (九ポイント､ ベタ) 参拾銭 一段 八圓 半頁 弐

拾圓 一頁 参拾五圓

表紙の二､ 三及び広告頁以外の御指定は 弐割増

六箇月以上の連載の場合は割引致します｡

本誌発行部数 4000部

月刊撫順 昭和５年３月

吾家の家計[附�]

戰跡探訪の風を起し度い 後藤中學校長…2

撫順は滿洲一の肺病地 ゆきを…16

視察者の眼に映ずる撫順の姿 Ｋ・Ｓ生…11

私達の切實な問題 永安台人…4

三人圓卓坐談 『八釜敷い滿鐵消費組合開放問題』 …22

ラクビー・フツトボール競技法 山崎一雄…30

懸賞間違ひ探し…12

お知らせ…41

妾が大事か仕事が大事か 尖吉…33

壯丁と娼妓の花柳病患者比較…13

趣味の聨珠 上木三山…29

六十億の國債を一人で拂ふ 吉富生…44

社會の指導者を指導せよ 一讀者…41

新聞記者と紳士 ブルドツク…41

消費組合へ かの子…13

妻 城島生…53

漫談漫畫

◇かくてえる…40 ◇みなみまど…25 ◇クサメ…18

さゝやき

思ひ出しては 大野審雨…26

｢怪しからん｣ を云はない山西さん…2

創造の丘へ 結城白鳥闇…8

首のない男の話 汀愛生…14

撫順餘技第一人者銘名録…49

私は斯く思ふ 城島舟禮…34

深夜業者に夜勤手當を支給せよ 三交代生…38

― 96 ―



市場を中心に 切山三郎…49

日本一悪るい滿鐵下級職員の昇給率 丘吉…45

我々の家庭でこれ丈けの節約が出来たら…19

砲煙の撫順 角田中尉…46

撫順操觚者を廻りて 眞紗橘…50

判り易い榮養の話と其の調理法 小池章次…42

文藝

撫順市歌 (應募稿より) 三篇…3

撫順俗謡 (同上) 二篇…20

＊祭 (俳句) 大野審雨…44

豆を播く (短歌) 相浦青南…35

うつしゑ 十條文子…17

書房の主 (川柳) 澤田墨公…49

戦跡 (短歌) 永井生…48

戯待 ＫＫ生…41

撫順市歌・小説・戯曲・俗歌懸賞募集…28

昔の御仕置きの話など

洋酒を語る
奥付

昭和５年２月28日印刷

昭和５年３月10日発行 毎月十日発行

発行人 城島徳壽 撫順七條通三三番地

編輯人 月野一霽 撫順西十條通三番地

印刷人 太田信三 大連市大山通六三番地

発行所 月刊撫順社 撫順東七條通三三番地

印刷所 小林又七支店 大連市大山通六三番地

誌代 普通號 一部弐拾銭 増大号 一部三〇銭

広告料 一行 (九ポイント､ ベタ) 参拾銭 一段 八圓 半頁 弐

拾圓 一頁 参拾五圓

表紙の二､ 三及び広告頁以外の御指定は 弐割増

六箇月以上の連載の場合は割引致します｡

本誌発行部数 4000部

月刊撫順 昭和５年４月

◆大衆の幸�をめざして 舟禮

北原白秋先生即興撫順 『民謠』 …11

昔の御仕置きの話など 審雨生…12

所信を斷行せよ・理想的の上長 須藤清…30

撫順三小學校生徒作法心得 作法調査委員…40

判り易い榮養の話と其の調理法 小池章次…42

撫順市歌､ 撫順民謠 (應募稿より) …44

たゞ消費組合側の雅量と誠意に俟つのみ 中原祥光…53

海外植民と其根本觀念 難波勝治…2

われらのねがひ 岩淵碎一…1

クサメ…15

間違ひ探し正解者…15

撫順に縁故の深い人達の近況…20

第五回改選社員會評議員…22

苦笑買々…23

象牙の塔より 多駄詩23

さゝやき…29

賣手と買手・左傾か右傾…39

資本主と勞働者…39

懸賞廣告當て…50

無影 風の便生…65

禿の悲哀…67

本社主催聯珠大會告…69

貴下は昭和五年の社員會をどう動かし度いと思はれるか

…4

山本政喜・ＨＨ生・松尾濱藏・杉本篤・井桁亨・翠山・

小林大市・圓川浩・管誠一・中村貞子・三上徳市・木村

一郎・岩本政義・村原整堂

歐米の商店やレストランの商賣振りに感心した話…24

土井生・内野捨一・山西恒郎・山崎元幹・永井三郎・平

石榮一郎・岡新六・國松�・前島呉一

消費組合に關する内外諸問題を如何に解決すべきか (答)

…46

小林太市・山本政喜・山本勝康・石橋米一・飯村憲五

小よし可愛や…竹取爺12

親豚子豚・支那の馬車 浪朗生…14

春の色 京の助…21

白秋先生の名筆 審雨…35

旅人の戀 十條文子…50

芹賣 西尾北鳴…52

趣味の聯珠 上木三山…56

家庭俳句お招ばれ記 審雨…72

撫順市内派出所巡禮記…75

東の端から 見參生…76

懸賞文藝募集 (社告) …79

編輯後記…79

もぐら生活三十年 渡邊禎二…16

撫順にからみつかれた北原白秋氏 みやきた生…32

撫順市民運動會規定…59

多事多端なる本年の撫順チーム 北臺生…60

日本的進出を目標に競技部の建設を 堀鑛一郎

第四回撫順劍道團體爭覇戰記 一部員生…68

ラグビー・フツトボール競技法 山崎一雄…73

昭和五年以降の保險界に就て 野上勉…76
奥付

昭和５年３月28日印刷

昭和５年４月10日発行 毎月十日発行

発行人 城島徳壽 撫順七條通三三番地

編輯人 月野一霽 撫順西十條通三番地

印刷人 太田信三 大連市大山通六三番地

発行所 月刊撫順社 撫順東七條通三三番地

印刷所 小林又七支店 大連市大山通六三番地

誌代 普通號 一部弐拾銭 増大号 一部三〇銭

広告料 一行 (九ポイント､ ベタ) 参拾銭 一段 八圓 半頁 弐

拾圓 一頁 参拾五圓

表紙の二､ 三及び広告頁以外の御指定は 弐割増

六箇月以上の連載の場合は割引致します｡

本誌発行部数 4000部
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月刊撫順 昭和５年５月

私達の切實な問題 野吉山吉…2

社員會�年部の活動を望む 岩本政義…6

◎誌上演説 滿鐵會社淘汰政策の合理化 山本勝康…10

◎昔の御仕置きの話など 審雨生…16

歌・俳・柳

子守唄 東条榮…43

花菫 審雨…1

出養生 天弓…5

花の山 俵堂…5

子の下宿 夢四郎…5

春春春 仙涙…5

わくらば集 シゲル…21

草肌 Ｓ子…76�廟…75

◇支那笑話五題 杉岡生…14

◇趣味の人々 (俳壇の部) しうれい…76

◇早春雜感 寺尾千代…25

◇懸賞當て物…58

◇砂文字…74

◇運動會御注意…80

◇撫順不粋大盡 萬里眼…30

◇さゝやき 振れ太郎…44

◇クサメ…13

◇夫婦喧嘩 負太郎…78

◇象牙の塔より 多駄詩…46

◇撫順の住み心地 瀧川・田村…78

◇スポーツ・ナンセンス 創坊…24

◇撫順縁故者消息集 數氏…20

◇編輯後記…86

子供は子供らしく育てよ 米澤信二…31

判り易い榮養の話と其の調理法 小池章次…32

◎もぐら生活三十年 渡邊禎二…48

◎漫筆､ 撫順記者團旅大訪問 城島舟禮…26

◎少年の頃の思ひ出 樺山正治…76

撫順市歌､ 俗謠 (應募稿より) 各數篇…22､ 38

外国人の買物振りに感心した話 洋行帰り數氏…42

養兎副業の趣味と概念 樋口實太郎…79

運動欄

體育ボールの紹介 大林恵美四郎…52

撫順選手權大會規程發表に際して 堀鑛一郎…57

天狗野球團 『楊善クラブ』 の正體 北台生…61

バス經營の動機 勝山信三…81

第一生命相互の經營振り 池島周藏…82

◎撫順炭礦子�者番附…51

胎児の性は如何にして決まるか

醫學博士 齋藤護邦…64

ホルモンの話 醫學博士 梅田生…67

麻疹 (はしか) の話 醫學博士 木村祐三…71
奥付

昭和５年５月9日印刷

昭和５年５月10日発行 毎月十日発行

発行人 城島徳壽 撫順七條通三三番地

編輯人 月野一霽 撫順西十條通三番地

印刷人 太田信三 大連市大山通六三番地

発行所 月刊撫順社 撫順東七條通三三番地

印刷所 小林又七支店 大連市大山通六三番地

誌代 普通號 一部弐拾銭 増大号 一部三〇銭

広告料 一行 (4段の場合) 五拾銭 一段 拾圓 半頁 参拾五圓

一頁 五拾圓

表紙の二､ 三､ 四及び広告頁以外の御指定は 参割増

尤も御都合に依り特別の御相談に度
(ママ)

じます｡

本誌発行部数 4000部

月刊撫順 昭和５年６月

超スピード・尖端行 (巻頭頭言) 舟禮…1

秩父宮殿下を迎へ奉りて (短歌) 相浦青南…1

海外植民と其根本觀念 難波勝治…2

鞍山製鐵所職制改正私案 濱地重雄…4

過去帳

ワイシャツ事件 轉々居士…6

久保､ 國松兩氏の絣時代 森下壽三郎…10

奉天の新生児産み場と子捨て所 武田露命…12

昔の御仕置きの話など 大野審雨…18

婦人のページ

一九三〇年 寺島千代…41

春愁 梅田アサ子…43

お茶子の立場より 一傭員の妻…43

もぐら生活三〇年 渡邊禎二…30

鮠釣り八年 宮永實光…27

支那民謠…32 さゝやき…25

スポーツ造園…40 歴代炭礦長の道樂…8

製油工場の家事…40 交情は續く…17

雷總裁をヘコます法 數氏

撫順炭礦支那語行進曲 佐太雄…48

或る日の會話 (採炭奨励賞與問題) ММ生…5

衛生

結局は個人防疫 伊藤幸雄…19

撫順醫院治療患者一覧表…20

疫痢の話…杉山仲 (22)

職制改正に伴ふ炭礦幹部異動の噂 觀山柿…6

社宅の婦人 (漫畫巴) 草明生…44

少年記者のページ

初めて會つた社長さん 佐太雄17歳…48

小學校業者は何處へ行く 佐太雄17歳…48

滿鐵職制改正に伴ふ人事異動豫想…72

撫順市歌 (應募稿より) 數篇…34

詩・歌・俳・柳

(審雨､ 英一､ 夢詩郎､ 一恵､ 仙涙､ 阿喜良､ 俵堂､ 二

明､ 外風､ 天弓､ 司空､ 喜築､ Ｓ子､ 滿千子､ 露命)

運動

野球を語る 黒帽子…36
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野球部に對する切實なる希望二三 北臺生…50

未會有の盛況を呈した市民運動會 堀�一郎…60

児童の眼に映した市民運動會 十數氏…53

雜記帳 (働く者は失職せず､ 撫順音樂會へ､ 其他)

數氏…29

◎撫順警察署管内強窃盗犯罪時刻表 表紙裏 1

雷の正體 (仙石總裁撫順視察随行記) 城島舟禮…62

判り易い榮養の話と其の調理法 小池章次…45

再び第一生命保險を語る 池島周藏…73
奥付

昭和５年６月9日印刷

昭和５年６月10日発行 毎月十日発行

発行人 城島徳壽 撫順東七條通三三番地

編輯人 月野一霽 撫順西十條通三番地

印刷人 太田信三 大連市大山通六三番地

発行所 月刊撫順社 撫順東七條通三三番地

印刷所 小林又七支店 大連市大山通六三番地

誌代 普通號 一部弐拾銭 増大号 一部三〇銭

広告料 一行 (四段の場合) 五拾銭 一段 拾圓 半頁 参拾五圓

一頁 五拾圓

表紙の二､ 三､ 四及び御指定は 参割増

尤もご都合に依り特別のご相談に応じます｡

本誌発行部数 4000部

月刊撫順 昭和５年７月

『中耳炎は傳染するか』 に答ふ 森田博士…10

聞いて貰ひたい話 小林布衣…36

商店員に公休を與へよ 迷波生…28

南京蟲驅除方を當局に要望す ＨＴ生…1

仙台總裁と太平副總裁への中元の贈物見立て 數氏…58

最新型滿鐵游泳法 數氏…58

六三社宅行進曲 佐太雄…57

交情は續く 八木壽治 栗林巳巳藏…4

さゝやき…64

水鐵砲…59

支那漫談…43

クサメ…21

いろはかるた…63

バンサンゴ…54

文芸藝者

梅田アサ子・相浦青南・西尾北鳴・靜波・天弓・溪聲・

夢詩郎・阿喜良・喜良久・外風・仙涙・俵堂・一恵・浮

月・小冠者

海外植民と其根本觀念 難波勝治…2

私達の切實な問題 瀧村松二…8

第五回社員會評議員會印象記 岩本政義…33

撫順過去帳 星野龍勇…55

並製イカモノ喰ひ 石川長介…30

支那人に間違へられた話 表堂…5

一泊のハルピン見物 ＸＫ生…15

音を聞いて痩せた話 與四郎…56

野球選手の第六感 中澤不二雄…20

野球を語る 滿竿生…60

岡田中の一騎打 堀鑛一郎…50

山西前炭礦長を語る ＸＹ生…52

仙石滿鐵總裁への建言 廣吉・大尾・瀧川・渡邊・荒木・

河村…32

新炭礦部長・次長への要望 ＫＲＩ生・ＴО生・寶武生・

馬淵生・小須賀生・小中生・稻葉生…12

滿鐵職制改正竝に人事異動評

漁師山人…44､ 觀魚老人…62

撫順を背景とした小説 『故郷へ』 小町田匡…68
奥付

昭和５年７月9日印刷

昭和５年７月10日発行 毎月十日発行

発行人 城島徳壽 撫順東七條通三三番地

編輯人 月野一霽 撫順西十條通三番地

印刷人 太田信三 大連市大山通六三番地

発行所 月刊撫順社 撫順東七條通三三番地

印刷所 小林又七支店 大連市大山通六三番地

誌代 普通號 一部弐拾銭 増大号 一部三〇銭

広告料 一行 (四段の場合) 五拾銭 一段 拾圓 半頁 参拾五圓

一頁 五拾圓

表紙の二､ 三､ 四及び御指定は 参割増

尤もご都合に依り特別のご相談に応じます｡

本誌発行部数 4000部

月刊撫順 昭和５年８月

[卷頭言] 夏と世紀末の暗示 直方生

海外發展と其根本觀念 難波勝治

支那語外二題 Ｓ生

ひやつとした思ひで 草外

ダイナマイトを噛る話 上田恭輔

交情は續く 澤田愚公

商店員の待遇をを改善せよ 波迷生

腰辧の銷夏法 數氏

『モシ・モシ』 集 少年記者

文藝的漫談 屋島生

撫子の花と戰さと 谷萩大尉

野球の觀方 �水生

第一回州外庭球個人選手權大會雑觀 吉住生

新任炭礦部長伍堂卓雄氏 (月旦) 白幽道人

テニスコートで泣かされた話 鹿野芳夫

水泳の話 廣田生

或る若き妻の日誌

撫順劍道有段者番附

バンサンゴ ヨシヲ

血を返せ 石川長介

支那漫談 ＹМ生

圍碁研究

請負業者の立場より 劉生

さゝやき 振れ太郎
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くさめ

大連新名所連鎖商店案内

幽霊の話 紅�山人

川柳欄 大島濤明選

新任炭礦部長・次長への要望 數氏

野球を語る 渡邊生

斷想一題 草山望

避妊法の話 醫學博士齋藤護邦

針の手を止めて Ｓ子

カミナリ・カクテル (戯詩) 剱吉

十萬圓の華客を如何に迎ふべきか ＫＳ生

撫順チーム本年度個人成績表

娘十七八 薫影

八月一日改正 電車時間表

二周年を迎えて

小學生の作品

撫順の傳染病 中川生

◇＊馬 靜愁

◇滿洲ナンセンス 海淵堂主人

滿鐵王國の新任理事 古思原生

社員會館建設に就て 小林布衣

途上漫談 砂生

滿洲プロレタリヤ偶想 漂洋生

三度第一生命を語る 池島周藏

編輯後記 城嶋生

小説

惱む�年 (寒萍) 川内尭津

坂を下る 尾崎昇治郎

郷�へ 小町田匡
奥付

昭和５年８月９日印刷

昭和５年８月10日発行 毎月十日発行

発行人 城島徳壽 撫順東七條通三三番地

編輯人 月野一霽 撫順西十條通三番地

印刷人 太田信三 大連市大山通六三番地

発行所 月刊撫順社 撫順東七條通三三番地

印刷所 小林又七支店 大連市大山通六三番地

誌代 普通號 一部弐拾銭 増大号 一部三〇銭

広告料 一行 (四段の場合) 五拾銭 一段 拾圓 半頁 参拾五圓

一頁 五拾圓

表紙の二､ 三､ 四及び御指定は 参割増

尤もご都合に依り特別のご相談に応じます｡

本誌発行部数 4000部

月刊撫順 昭和５年９月

海外發展と其根本観念 難波勝治…2

残暑苦言 筑紫二郎…22

石炭受難時代の撫順炭礦 某炭礦幹部談…17

六三社宅改造に就て 古賀國蔵…18

一九三〇年型の課長 小野寺水天交…47

撫順素人勝継囲碁戦…13

撫順柔道家番附…37

クサメ…29

さゝやき…87

砂文字…48

伍堂理事…65

あごのちんこ 北鳴…1

空の秋 一風樓…36

新傾向俳句 数氏…81

避妊法の話 齋藤醫學博士…70

魂が夕涼みする話 直方生…1

撫順附近の薬草と毒草 大竹・牧野…32

若き妻の日誌を読んで 秋沼生…35

交情は続く 数氏…80

伍堂部長採点表…62

少年記者の話…66

チフスの話 中川衛生醫…50

人物月旦其他

模範人を訪ねて…44

崎山信義氏を送る 岩本・石渡…38

故森内投手を＊む 清水・萩原…84

大連映畫人の横顔 珊瑚郎…68

支那趣味の欄

支那劇の話…52 或男娼の話…56

上海の暗い顔…56 支那笑話…60

支那民謡…62

雷なら地震で行け 山田二郎…30

運動欄

野球の観方 清水生…74

野球を語る 岩田生…72

第二回州内外対抗庭球大會雑感 吉住生…77

撫順チーム個人成績 村田生…73

野次の反省を促す 愛球生…78

市場を語る 大島支配人…63

恋のささやき十二ヶ月 石川長介…40

とんだ問違ひをした話 俵堂…25

或る若き妻の日誌 白徹生…14

裏を行く 漢生…20

創作

温室の夢 蓼田晴吉…4

彼女の場合 寺島千代…9

故郷へ 小町田匡…93

丘を下る 尾崎昇治郎…89

月刊撫順 昭和５年10月

ナンセンス詩 元祖 石川長介…1

海外植民と其根本觀念 難波勝治…2

親と子と先生 寺田中學校長…4

社員の徒弟�育機關設置に就て 中��郎…7

社員會雜觀 藏内生…9

懸賞モダン對話術 …18

迷子探し新聞廣告文案懸賞募集 …6
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若き妻の日誌 白徹生…19

支那趣味のページ…22

裸体行列・三助受難・乞食の暗語・婢妾・童養�・物賣

の言葉・上海の女・嫉妬根絶の秘藥・貞操強制の珍藥・

發財來・花盗人・冬瓜に目鼻・乞食と妊婦・笑話數題・

滑拳打ち方

長介ナンセンス集 …36

空に消え行く阿呆草 …36

癪の種と握り�…37

いたづらを創造する男 俵堂…70

肋膜炎の話 梅田醫學博士…50

スチームが通り初めると感冒が來る 太田醫學博士…34

健康相談所を設置せよ МＮＯ生…43

撫順素人勝繼圍碁戰 (東東組) …32

將棋の妙味 玉谷生…55

バンサンゴ (笑話) …44

吾が推す人物…46

鈴木時計病院長鈴木守君 ＫＳ生…46

大正寮炊事のたまさん ＫＴ生…47

感謝を語る 澤謙一郎…16

撫順の初秋夜景 寺島千代…76

唄と筆との二大明星…77

ハルピン見學旅行漫記 竹内善太郎…56

モダン流行語 Ｇ・Ｋ・Ｂ・Ｊ放?…78

故樋口�次君の追憶 隅野光世…65�滋君 審雨生…66

本年度の野球シーズンを顧み �水生…38

野球愚問正答…41

ラクビーナンセンス 古賀健次…74

女性風景 ミスター・ユー…49

帝大出の法学士が小学校の小使 Ｙ生…43

丘を下る (撫順を背景とした創作) 尾崎昇治郎…60
奥付

昭和５年10月９日印刷

昭和５年10月10日発行 毎月十日発行

発行人 城島徳壽 撫順東七條通三三番地

編輯人 月野一霽 撫順西十條通三番地

印刷人 太田信三 大連市大山通六三番地

発行所 月刊撫順社 撫順東七條通三三番地

印刷所 小林又七支店 大連市大山通六三番地

誌代 普通號 一部弐拾銭 増大号 一部三〇銭

広告料 一行 (四段の場合) 五拾銭 一段 拾圓 半頁 参拾五圓

一頁 五拾圓

表紙の二､ 三､ 四及び御指定は 参割増

尤もご都合に依り特別のご相談に応じます｡

本誌発行部数 4000部

月刊撫順 昭和５年11月

◇ナンセン詩 長介…5

◇朝寒 北鳴…20

◇＊＊の花 アサ子…1

ブルとプロの陸上競技 石川長介…2

海外殖民と其根本觀念 難波勝治…6

臺所からお國へ御奉公 植村女學校長…8

炭礦部人事行政批判 並島亘…58

夫婦生活に必要なウヰツトとユーモア 田崎信二郎…10

日本人と支那との遊興費比較 劍二生…60

學問と試驗と科學と 寺田中學校長…18

迷子探し新聞廣告文案當選發表と次號課題…32

モダン對話術當選發表と次號課題…23

撫順素人勝繼碁戰 (東西二タ組) …16

將棋の妙味 (飛香落對局) …47

特に募る…37

社告…12

編輯後記…88

乳兒榮養法に就て…上井小兒科醫長…74

眼精疲勞に就て 平井眼科醫長…77

『養兎副業の趣味と其概念』 を讀みて

在巴里 冲中忠一…40

戀の女給十二箇月 石川長介…24

羞しい目に逢った話 (實話) 俵堂…27

久米氏と大佛氏夫妻の居る點景 若田正…52

支那グロテスク秘藥秘法…39

故樋口靖次君の追憶…83

モダーン流行語…67

砂文字…51

婦人方御注意…87

船來ストリー…63

撫順に縁故の深い人達の消息…31

支那笑話…38

クサメ…58

妙藥―白髪除け…38

山本勝康君を送る 渡邊聯合會長…64

撫順を去るに臨みて 山本勝康…66

派出婦に就て 竹内善太郎…85

撫順を綴る 記者 若田正…42

[随筆] 秋のこととも 中路明…55

野球の觀方 �水生…71

映畫のページ �島晃二…14

撫順のスケーテイングとスキー 偶野光世…68

哈爾浜見學旅行漫記 竹内善太郎…48

撫順炭礦々友名簿作成に就て…79
奥付

昭和５年11月７日印刷

昭和５年11月10日発行 毎月十日発行

発行人 城島徳壽 撫順東七條通三三番地

編輯人 月野一霽 撫順西十條通三番地

印刷人 太田信三 大連市大山通六三番地

発行所 月刊撫順社 撫順東七條通三三番地

印刷所 小林又七支店 大連市大山通六三番地

誌代 普通號 一部弐拾銭 増大号 一部三〇銭

広告料 一行 (四段の場合) 五拾銭 一段 拾圓 半頁 参拾五圓
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一頁 五拾圓

表紙の二､ 三､ 四及び御指定は 参割増

尤もご都合に依り特別のご相談に応じます｡

本誌発行部数 4000部

月刊撫順 昭和５年12月

ブルとプロの陸上競技 本社客員 石川長介

炭礦部人事行政批判 藤木貞…36

『學問と試験と専門』 の讀後感 桑原宏…24

モダン對話術當選發表と次號課題…18

迷子探し新聞廣告文案當選發表と次號課題…10

兒童考へ物と兒童漫畫の懸賞募集…42

感謝を語る (警察官の卷) 澤謙一郎…6

どうでもよい話 審雨生…34

社員會撫順婦人部總會畫報 竹内善太郎…28

夫婦のページ

或る若き妻の日誌 白徹生…46

夫婦生活の倦怠と不満 46

仲のよい御夫婦 46

底惚れ 芝崎�…50

日本富豪物語 石川長介…42

[随筆] にじむ 兼崎地橙孫…52

撫順を綴る 記者 若田正…15

船來ストリー…8 クサメ…26

心境…56 讀後感…33

娘の一念…60

小窓…4

五年の追想…5

編輯後記…66

ナンセン詩 石川長介…4

さむしろ 梅田アサ子…1�髪 Ｓ子…49

紙人形 女流作家…43

中年男へ 一少女…45

撫順不動産組合問題解決に對する關係方面の感想

數氏…27

撫順に縁故深い人達の消息 數氏…40

將棋の妙味 香夫生…53

聯珠漫談 上木三山…14

撫順素人勝繼碁戰…22

映畫のページ �島晃二…54

野球の觀方 �水生…63

支那趣味

笑話數題…30

男子協會…31

苦命…32

サルワルサン注射に就て 鈴木皮膚科醫長…58

婦人の冷感性に就て 浅田病院長…60
奥付

昭和５年12月7日印刷

昭和５年12月10日発行 毎月十日発行

発行人 城島徳壽 撫順東七條通三三番地

編輯人 月野一霽 撫順西十條通三番地

印刷人 太田信三 大連市大山通六三番地

発行所 月刊撫順社発行所 撫順東七條通三三番地

印刷所 小林又七支店 大連市大山通六三番地

誌代 普通號 弐拾銭 新年号創刊記念号 参拾銭

広告料 一段 (十六字詰) 十二圓・半頁弐拾圓・一頁 三十五圓

表紙の一及び二は三割・同三は二増増し

普通頁の場所指定は二割増し

六ケ月以上掲載の場は二割引き

本誌発行部数 四千部 撫順 2700 大連 480

鞍山 150 其他満鉄沿線 430 朝鮮 70 内地 170

月刊撫順 第４巻第１号 (昭和６年１月)

新年と兵隊さんのエピソード 谷萩大尉…2

嬶の着物で正月する男の話 審雨生…54

革帯を葬るの記 片桐梧陰…58

新年漫語 築島信司…52

ヅロースの祟り 俵堂…60

エロ島太郎 石川長介…78

迷子探し新聞廣告文案と次號募集…84

モダン對話術 (スス雄とリン子の新年余興) …50

兒童考へ物懸賞募集…17

教育よ何処へ行く 寺田喜治郎…6

炭礦部人事行政の缺陥 草山望…26

賭と人生 吉中桃介…44

麻雀の齎す弊害と悲劇 村田喜巳…72

新撫順への希望 山村陽一…29

満鐵総務部次長 木村通論 星風莊山人…24

外科的結核に就て 内野捨一…14

婦人の冷感症に就て 浅田倫治…36

老朽の辞 山神老生…57

教育漫談読後感 C・K生…12

初詣 大野審雨…2

初ケージ 西尾北鳴…1

冬日小景 大久保五成…19

蛇皮線川柳会句抄…65

ナンセン詩 石川長介・城島舟礼…47

舶来ストリー ミスター・ユー…26

飽迄も大衆と共にあれ 山本勝康…83

規則に拘泥せぬ米国人…23

墓前に捧ぐ 狂兒…89

例の護符に就て…98

撫順に縁故の人達の消息…43

撫順市歌と民謡…40

私達の三十一年 上芝薫…32

若き妻の日誌…41

私の求むる男性 園田芳子…70

夫婦愛の色揚げ 霧島夏子…39

撫順を綴る 若田正…92

撫順の正月の思ひ出 大石寅吉…81
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初失敗 從尾両二郎…99

羊漫談 藤田寸陰…18

獨逸に於ける迷信 依須雄生…20

ハルピン風景 加藤初男…22

撫順素人勝継囲碁戦…48

聯珠漫筆 上木三山

詰聯珠解答…13

スケート上達の秘訣

ミスター・ウメダ…90

支那笑話数題…88

撫順炭礦々友名簿…42

映画のページ

昭和五年撫順映畫回顧録 黒馬晃二…66

正月の映畫 KK生…68

シネマ徒然草 晃二…69

セダン流行語…31

仙石總裁艶ヤの七万円…97

撫順炭礦同好会のページ…102

副会長松本猶藏氏の挨拶

老功と老朽 信楽生

幹事服部卯三郎氏の挨拶 102

総会に招れて…105

二つの角度[短編小説] 石川長介…100
奥付

昭和６年１月７日印刷

昭和６年１月10日発行 毎月十日発行

発行人 城島徳壽 撫順東七條通三三番地

編輯人 月野一霽 撫順西十條通三番地

印刷人 太田信三 大連市大山通六三番地

印刷所 小林又七支店 大連市大山通六三番地

発行所 月刊撫順社発行所 撫順東七條通三三番地

誌代 普通號 弐拾銭 新年号創刊記念号 参拾銭

広告料 一段 (十六字詰) 十二圓・半頁弐拾圓・一頁 三十五圓

表紙の二及び四は三割・同三は二増増し

普通頁の場所指定は二割増し

六ケ月以上掲載の場は二割引き

本誌発行部数 四千部 撫順 2700 大連 480 鞍山 150 其
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鞍山 150 其他満鉄沿線 630 朝鮮 70 内地 170

月刊撫順 第４巻第12号 (昭和６年12月)

表紙に ｢本號付録 『漫文大連』 創刊号を添ふ｣

廓然たる新天地 寺田喜治郎…2

地方自治指導部布告…16

地方自治指導部の大精神 笠木良明…18

生活工芸 北尾勝朗…44

四人夫婦制 大城生…22

幸女さんの句 審雨生…21

ヨタ川柳当選地見立て まん八道人…33

便衣隊異聞 春日晃一郎…34

敗竄兵に刺された話 田中佐太郎…38

青森連隊の出征美談 一記者…40

実践初参加の心理 一上等兵…42

撫順春秋…10

句春秋…12

奉天春秋…14

苦難の歳末 (漫畫) 慶一…23

地委選挙雑景…74

支那俚言葉 奈加砂登…79

高崎式安全鼻洗器を薦む 森田撫医耳鼻科医長…24

手術を忌避すれば必ず死ぬ 町井大医外科副医長…27

血液に依って親子の判定が出来る

植村撫医レントゲン科医長…29

クサメ…32

ササヤキ…68

ネオンサイン…61

戦友愛

家庭川柳 阿喜良選…75

新婚当時の歌 不知火…43

精神病院のある日 小島清助…63

撫順の夜の十二時 芝崎薫…58

神宮競技参加の記 浅坂正一…70

撫順中学校のページ…46

永安小学校のページ…47

身邊雑記 城島舟禮…72

児童懸賞問題
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鹿逐川柳の解剖 よた六仙人

模擬御歳暮見立て

模擬撫順挙国一致内閣顔振れ

撫順天狗ザル黨闇試合 (宮澤―石橋) 天児三段観戦記

百喩經物語 笠木良明

女子青年慰問団を迎えて 澤田賢治

新地方委員の抱負 数氏

邦商戦術評 (奉天・寺尾呉服店) 一記者

人物月旦 (奉天・奥田 周) ＫＫ生
奥付

昭和６年12月７日印刷

昭和６年12月10日発行 毎月十日発行

発行人 城島徳壽 撫順東七條通三三番地

編輯人 月野一霽 撫順西十條通三番地

印刷人 太田信三 大連市大山通六三番地

印刷所 小林又七支店 大連市大山通六三番地

発行所 月刊撫順社発行所 撫順東七條通三三番地

誌代 普通號 弐拾銭 新年号創刊記念号 参拾銭

広告料 一段 (十六字詰) 十二圓・半頁弐拾圓・一頁 三十五圓

表紙の二及び四は三割・同三は二増増し

普通頁の場所指定は二割増し

六ケ月以上掲載の場は二割引き

本誌発行部数 四千五百部 撫順 2800 大連 680

鞍山 150 其他満鉄沿線 630 朝鮮 70 内地 170

月刊撫順 第５巻第１号 (昭和７年１月)

ある学校 寺田喜治郎

(一部不明)

[長編探偵小説]十二の指輪 小山勝清 竹中英太郎畫

日米若し戦はゞ 阿部誠雄

事変と母性 谷萩大尉

夏撫順縣知事と語る 笠木良明

後方勤務 高橋梢蛙

私の昼食 数氏

山崎次長の目論む東洋一の大美術館 一記者

危機一髪の命拾ひ 石原貞次

廃兵に封する慰安救護策

難波勝治・伍堂理事・山崎元幹・寺田喜治郎

出動部隊に感謝する言葉

宮澤庶務課長・石橋体協会長・田中実業会長

撫順春秋…22

句春秋…40

奉天春秋…98

クサメ…116

ネオンサイン…17

ササヤキ…

日誌に現れた彼氏彼女の恋情 数氏…49

百喩経物語 笠木良明…26

家庭退屈風景 小宮貫一…26

河豚を語る 藤井順一…95

天下無類写真畫相判断 重松圭子…60

顔と運命 順眉堂主人…76

果して三十後家は立たぬか 大連 堀江医学博士…148

産児制限失敗談 奉天 寺田医学博士

子供の下痢に林檎 撫順 植村医学士…53

新興川柳 井上崎二選…164

撫順中学校より…39

年忘れ句会 審雨生…104

児童懸賞問題…65

世界選手になった 柴田…117

戦争＊＊ 高橋勤…46

食はずの珍味…141

心細い話…163

支那笑話…139

女に悩まされた話…62

獨逸の女 若草太郎…62

南京蟲と美人の太股 野添政彌

灰になった美�の話

一夜の命

狐の婿になった男の話…97

模擬撫順挙国一致内閣漫評

撫順朝日 撫順毎日 撫順タイムス

銀盤上へ銀盤上へ 梅田正太郎…108

満洲スケーチングの回顧 神崎跨昆…114

グレート大連の触感 一記者…152

大連カフェー風土記 夜通之助

大懸賞ボーナス当て

(一部不明)

編集後記 城島生

連珠の味 上木三山

身邊雑記 城島舟禮

[大衆小説]悲恋満洲事件 聖田武彦

[賞話]柿を盗む 高橋俵堂

あまりにナンセンスな 春日晃一郎
奥付

昭和７年１月７日印刷

昭和７年１月10日発行 毎月十日発行

発行人 城島徳壽 撫順東七條通三三番地

編輯人 月野一霽 撫順西十條通三番地

印刷人 太田信三 大連市大山通六三番地

印刷所 小林又七支店 大連市大山通六三番地

発行所 月刊撫順社発行所 撫順東七條通三三番地

誌代 普通號 弐拾銭 新年号創刊記念号 参拾銭

広告料 一段 (十六字詰) 十二圓・半頁弐拾圓・一頁 三十五圓

表紙の二及び四は三割・同三は二増増し

普通頁の場所指定は二割増し

六ケ月以上掲載の場は二割引き

本誌発行部数 四千五百部 撫順 2800 大連 680

鞍山 150 其他満鉄沿線 630 朝鮮 70 内地 170

軍部へ 1000
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月刊撫順 第５巻第２号 (昭和７年２月)
(欠落 本文より作成) 目次

両端を叩く 寺田喜治郎…2

ネオンサイン…9

日米若し戦はば 阿部誠雄…10

奉天春秋…14

在撫順満鉄社員挙国一致内閣人選及漫評 覆面郎山人…16

｢負傷廃兵に対し国家は社会は如何に救護慰藉の途を講ず

べきか｣ に答へて…20

歴代満鉄総裁と倶楽部食堂 天野光太郎…22

三千万民衆の大ざんげ 自治指導部 笠木良明…24

新邱炭礦幹部を任命すれば…28

撫順春秋…29

小学生座談会 鋭い彼等の社会批判…30

結核への正しい認識 満鉄撫順医院レントゲン科医長

植村三春…38

撫順病に就いて 2､ ３月頃の生水が一等危険

浅田病院長浅田倫治

女になやまされた話3 田原憲三…47

夜更しの癖 柴田寛輔…47

妻妾も知らない学良の禿､ 其の他

在奉報知新聞記者 池田武司…49

新入学生の父兄へ 永安小学校 荒井信行…52

日産一万頓の新邱炭礦出現したら 物好太郎…60

クサメ…61

十二の指輪2 小山勝清作 竹中英太郎畫…62

撫順炭礦鉄道修理班北寧線出動日誌

工事事務所 市川次郎

陣中文芸 Mの豚公 大内一等兵…70

芥子三粒で死んだ子が蘇へる 笠木良明…74

媚薬としての蠑�の話 寺田文次郎…78

同好会のページ…81

句春秋…82

N君の居る社宅街の風景…85

奉天のページ 満洲医科大学教授 黒田源治博士…86

空の勇士と花輪の少女 志野羊吉…89

戦争とキャラメル…90

撫順中学校より…92

北米第二信 朝日直樹…94

北米通信 杉野炭子…98

天下無類写真畫相判断 重松圭子…103

新興川柳 詩…105

西安はどんなとこ ひろし生…108

悲惨なエロ風景 浅尾八十一…110

妙案 高橋俵堂…113

満鉄社員珍姓難名抜書き…122
奥付

昭和７年２月７日印刷

昭和７年２月10日発行 毎月十日発行

発行人 城島徳壽 撫順東七條通三三番地

編輯人 月野一霽 撫順西十條通三番地

印刷人 太田信三 大連市大山通六三番地

印刷所 小林又七支店 大連市大山通六三番地

発行所 月刊撫順社発行所 撫順東七條通三三番地

誌代 普通號 弐拾銭 新年号創刊記念号 参拾銭

本号発行部数 四千五百部

撫順 2800 大連 680 鞍山 150 其他満鉄沿線 630 朝鮮 70

内地 170

月刊撫順 第５巻第３号 (昭和７年３月)

700部を陣中将士に贈呈する 城島舟禮…1

眼前二題 寺田喜治郎…2

軍用犬を語る 喜志大尉

｢負傷廃兵に対し国家は社会は如何に救護慰藉の途を講ず

べきか｣ に答へて…8

撫順氷家番附…11

発禁物語 青木実…12

暗闇御用心!! 春日晃一郎…14

マイナス×マイナス=プラス 笠木良明…17

ネオンサイン…20

北米第二信 下 朝日直樹…22

漫画 国際ルンペン 跨昆生…24

日米若し戦はば 阿部誠雄…26

ナンセンス人事消息 飄々漁人…32

本渓湖聯合会の社員待遇改善案 一傭員生…35

従軍記者の� 珍粉漢…36

撫順建築風景 きたおかつらう…38

漫説 『糞・小便』 寺田文次郎

俊子の消息 神谷喜多夫…46

撫順中学校より…53

妻の日誌 日向直代…54

サラリーマン恐慌時代来る 矢野生

ユニフォームと炭礦マーク 古賀剣二…68

身辺雑記 城島舟禮…70

肉弾三勇士 相浦卓磨… 72

奉天春秋 73

久保さんお目出たう!! 久保炭礦次長が工学博士になって

…77

エキスパートに訊く…78

斉斉哈爾まで 光井信雄…80

錦州行 上 城島舟禮…86

ミス・チチハル ひろし生

銀幕の闇から 白藤六郎…92

撫順中学の卒業式に参列して 原田周蔵

撫順笑話…99

十二の指輪 小山勝清…100

撫順ウインタースポーツオンパレード 梅田正太郎…104

振られ太郎…108

処女の執念 有元純一郎…110

編輯後記…114
奥付

昭和７年３月７日印刷
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昭和７年３月10日発行

発行人 城島徳壽 撫順東七條通三三番地

編輯人 月野一霽 撫順西十條通三番地

印刷人 太田信三 大連市大山通六三番地

印刷所 小林又七支店 大連市大山通六三番地

発行所 月刊撫順社発行所 撫順東七條通三三番地

誌代 普通號 弐拾銭 新年号創刊記念号 参拾銭

本号発行部数 四千五百部

撫順 2800 大連 680 鞍山 150 其他満鉄沿線 630 朝鮮 70

内地 170

月刊撫順 第５巻４號 (昭和７年４月)

損をせよ 笠木良明

我等の献金

なっとう売り 玉井＊＊

帽子売り 島木正明

石けん売り 小山民月

おもりちん十銭 宇井土和子

二十銭で買った愛国號 たかみやみよ

ちゃわんを洗って つちやよしとし

ストーヴたき 小崎きよ子

妹の愛国心 江頭俊一

クサメ

ササヤキ

支那笑話…101

陣中笑話…98

撫順笑話…46

お国ことば…99

春のエロ三題

日満両国民の反省 荒木馨

心清ければ国土清し 笠木良明

モデルノロジオ 北尾勝朗

関東軍参謀臼田少佐に訊く 聖田武彦

奉天警察保安主任河野警部に訊く 聖田武彦

高橋俵堂氏に早教育を訊く 光井信雄

廃兵救護慰安封策 宮澤惟重

心配御無用 春日晃一郎

支那を駆けめぐる 葉宝早生

射撃場の餅売娘 木ノ實謙一

謎が解けた 黒江龍太郎

建国ナンセンス四題

池田武司

エキスパートに訊く (黒龍江の砂金) 永井三郎

満鐡春秋…18

結論丈の社説…10

見せたい風景

親爺に見せたい風景 月和無草

旧師に見せたい風景 柴田寛輔

涙の生活断片

四銭の感激四銭の涙 木ノ下影

日米若し戦はゞ 阿部誠雄…4

八百屋お七の正直 (百喩經物語) 笠木良明

成田不動のお守りで命拾いした話

一兵士

蜜蜂の話 宮川誠一

ナンセンス人事消息 青頭巾

撫順運動選手職業見立 黒頭巾

若返り法 浅田病院長

六神丸の正体 寺田医学博士

ナンセンス一問一答…60

久保工学博士・斎藤醫学博士・山崎総務部次長

梅根製造課長・鈴木皮膚科医長・久留島採鉱課長

木村消組副主事・寺田警察署長・紀井一氏

撫順高等女学校より

撫順永安小学校より

春の雨 中村秀之助

春の日向 夜美路

新国家の歌 川口生

草枕 篠原満洲夫

鴨緑江小唄 黒木修次郎

満州移民問題を皮肉る 岩木五郎

身邊雑記 城島舟禮

北満の第一線より 加藤末吉

彼の傑作 小川重藏

火葬場に一泊せざるの記 光井信雄

無名戦死者に献げる歌を募る

児童常識懸賞問題 田中実業協会長出題

就職希望者無料広告取扱開始

編輯後記 城島舟禮

お父さんの世界一周 石橋光一

月刊撫順 第５巻５號 (昭和７年５月)

募る

日満児童親善標語懸賞募集…1

無名戦死者の霊に献げる歌懸賞募集…65

児童撫順常識懸賞問題…47

陣内スケッチをどうぞ…60

クサメ…33

ササヤキ…88

ネオンサイン…72

撫順笑話…53

モダン離縁状…92

支那笑話…21

ゆきづり (短歌) …52

小秘佛は清貴…23

寶石の硬度…77

威張るお客はヘッポコ 笠木良明…69

結論だけの社説…40

支那をかけめぐる 葉室早生…50

満洲国指導原理の前提 今柚生…48

撫順体協のスケジュール 梅田主事…13

十分スケッチ 光井記者…56
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淋しい昭和七年 渡邊主将…62

満洲景気の夢 南野国男…58

お金の問題 寺田喜治郎…2

廃兵救護慰安封策 大橋在郷軍人会長・飯村聯合会長…8

日米若し戦はゞ 阿部誠雄…34

横顔から 西肇…26

日満児童親善具体案 Ｈ・Ｋ生…66

エキスパートに訊く 北村医学博士・角田魚店主…42

合成酒の話 医学博士 寺田文次郎…74

永安小学校便り…24

千金小学校便り…25

編集後記…96

ナンセンス一問一答…14

高畑採炭所長 高久肇 森田博士 沖中博士 伍堂理事

酒井医長 餌打ホテル子 向平院長 浅田院長 ハレル

ヤ書房主 鈴木病院長 青い塔女将 田中実業協会長

大橋工作課長 富澤写真館主

涙の生活断行 小玉忠三郎…54

衞門の出迎 中元生…22

ほゝ笑ましき学生時代の思出 泉三四郎…30

撫順問答…60

石橋鯉沼両氏漫送の辞…7

内地学生の眼に映じた新満洲風景 中江巽…78

私の放送 城島舟禮…84

蜜蜂の話 宮川誠一…80

カフェー新戦術 春野霞…20

[模擬]第一回撫順読者慰安大会 第一回月刊撫順運動大会

…82

水だけ貰ったエロ 春日晃一郎…89

尻の説 牧島六郎…93
奥付

昭和７年５月７日印刷

昭和７年５月10日発行

発行人 城島徳壽 撫順東七條通三三番地

編輯人 月野一霽 撫順西十條通三番地

印刷人 太田信三 大連市大山通六三番地

印刷所 小林又七支店 大連市大山通六三番地

発行所 月刊撫順社発行所 撫順東七條通三三番地

誌代 普通號 弐拾銭 新年号創刊記念号 参拾銭

本号発行部数 四千五百部

月刊撫順 第５巻６號 (昭和７年６月)

〈表紙〉撫順五十題 其の二 オリエンタル・ウタヂオ撮

影

優良児とお母さん達 福島写真館撮影

手柄をたてた警官隊 宮澤写真館撮影

市民運動会優勝の東郷軍 同上

満洲代表優良児童 同上

春陽会入選の久保甚四郎君の菊

撫順運動選手オンパレード 福島写真館撮影

おのぼりさん 寺田喜治郎…2

車窓の勅語朗読 ＫＫ生…1

民族協和は先づ此の精神から

荒木馨…12

撫順人の責任 難波勝治…29

満洲移民問題の一考案 久留島秀三郎…56

撫順優良児審査に就いて 撫順高等女学校…27

日米若し戦はゞ 阿部誠雄…62

白音太来より…66

蜜蜂の話…80

一握の灰…39

煙草…37

聖句坊…70

お月さま…57

勇士降参の事…46

支那語手ほどき…16

働き度し (広告) …31

豆ページ…78

クサメ…67

撫順回答…55

編集後記…106

千金小学校便り…60

同好会便り…83

人に手柄をさせる 笠木良明…58

独語 芳流生…40

資政局当局の抱負の一端…26

身邊雑記 城島舟禮…74

ナンセンス人事消息 黒頭巾…10

満洲ルンペン行 堀江長煙…71

心の備忘録 蘆原久美子…84

陣中風呂 信坊生…36

五月の憂鬱 あきら…69

夫を慰めて上げましょう 阿部満里子…98

期待は遠し 竹中二郎…47

市民運動会記録 梅田正太郎…47

撫順カフェー巡り 沙輪高明…96

十分スケッチ 泉三四郎…82

ほゝ笑ましき学生時代の思出

真柄虹二…94

大日本古今協力内閣大見立…24

医事白問黒答 齋藤博士・浅田院長…22

鞍山のページ

鞍山市民各位へ 竹内多賀一…8

思い出し笑 不苦意…8

満洲国に栄光あれ

小野寺清雄…8

鞍山笑話 竹内多賀一…9

ナンセンス一問一答…37

名嘉地用明・大藪鉦太�・志村松右衛門・前島呉一・

菅野誠・人見雄三郎・鶴巻憲一郎・渡邊寛一・新井三喜

雄・信千代・蔦丸・一次・おでこ・〆太・伊藤清

優良児をつくる秘訣公開…48
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角田ます子・大辻りせ・佐藤友子・吉田きよの・赤松美

子子・出口静枝・大塚シトキ・高山＊子・吉田なみ子

社交ダンスに封する見解…91

窪田利平・宮本�平・川上精一・渡邊寛一・江川憲次郎・

小中義美・飯村憲五・藤飯三郎右衛門

神の命じ給うがままに 春日晃一郎…17

妻をだます記 里見明…14

活佛と語る 西山一等軍医…68

大阪時代の城島社長の横顔 狹雨生…102

内地婦人の真剣な労働振り…42
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昭和７年６月７日印刷

昭和７年６月10日発行

発行人 城島徳壽 撫順東七條通三三番地

編輯人 月野一霽 撫順西十條通三番地

印刷人 太田信三 大連市大山通六三番地

印刷所 小林又七支店 大連市大山通六三番地

発行所 月刊撫順社 撫順東七條通三三番地

誌代 普通號 弐拾銭 新年号創刊記念号 参拾銭

本号発行部数 四千五百部

月刊撫順 第５巻７號 (昭和７年７月)

コロタイプ

撫順五十題―永安臺プール(表紙) 江崎オリエンタルス

タヂオ主撮影

廟行鎭三勇士爆死の處 島津四十起撮影

匪賊の末路 本社撮影

撫順醫院家族會假裝行列 富澤寫眞館撮影

滿鐵中等學武道大會に優勝した撫中劍道部 同上

在郷軍人分會陸上競技會に優勝した古城子軍 同上

滿鐵中等學武道大會に優勝した撫工柔道部 同上

撫順庭球大會に優勝した古城子軍 同上

全滿弓道大會に優勝した撫順軍 同上

日露戰爭撫順攻撃に参加した上田旗手 同上

撫順體育ボールに優勝した古城子軍 同上

州外野球大會に優勝した撫順軍 同上

喘ぐ撫順を何んとかする!？ 無垢浪士…6

滿洲の地に邦人の墓を造れ 釋芳隆…38

聰明な愛國運動を待つ (百喩經物語) 笠木良明…35

漢人系の家庭改造が治國平天下の基 戸田文學博士…40

日米若し戰はゞ 阿部誠雄…56

撫順笑話…27

スチライトサイン…85

月刊案内…100

罪にならぬ商賣…41

滿洲人と家畜…37

田村君のことゞも…87

文字は躍る…26

支那語の手ほどき…80

用心!他數題…100

撫順中學校便り…12

趣味の法律 (妻) …86

古閑さんの奥さん…45

蜜蜂の話…69

カフエーの戰術…105

女給の心意氣…106

編輯後記…108

醫事白問�答…26

齋藤婦人科醫長・淺田病院長・鈴木皮膚科醫長・大沼内

科醫長

ナンセンス一問一答…90

岡雄一郎・馬場彰・川上榮五郎・角田中尉・井上中尉・

後藤中尉・西山軍醫・山上吉藏・筑紫館女將

撫順人を皮肉する…62

發展を阻止するもの 江馬修一…62

憂鬱な撫順 唐木哲三…66

百万圓の運用法 22

福島英雄・福田仲三・伊藤熊次郎・古賀初市

閨中科學 植村レントゲン科醫長

鞍山欄

◇奈良曹長の最期 鞍山守備隊…94

◇吾校の�育方針 矢澤中學校長…197

◇開拓精神 久留島採鑛課長…99

撫順釣魚漫筆 佐々木生…16

スポーツ

ラグビーよか男十五人 ＸＹＺ…70

滿鐵中等學校大會撫工柔道部優勝記 撫工柔道部…72

滿鐵中等學校大會撫中劍道部優勝記 古光房劍人…74

滿洲リレー大會記 梅田圭事…78

弓道を勸むる ＨＥ生…88

濡れ女 閑寺逎燈…32

十分スケツチ 泉三四郎…21

身邊雜記 城島舟禮…101

禿頭漫談 螢光生…81

陣中稿

◇末期の水は水筒より 鈴木電光…14

◇赤い大福餅 山梨孝太郎…13

◇鳥と豚 伊比良圓…13

夏の夜を語る 春日晃一郎…18
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昭和７年７月７日印刷

昭和７年７月10日発行

発行人 城島徳壽 撫順東七條通三三番地

編輯人 月野一霽 撫順西十條通三番地

印刷人 太田信三 大連市大山通六三番地

印刷所 小林又七支店 大連市大山通六三番地

発行所 月刊撫順社 撫順東七條通三三番地

誌代 普通號 弐拾銭 新年号創刊記念号 参拾銭

本号発行部数 四千五百部

月刊撫順 第５巻第８號 (昭和７年８月)

◇生活樣式の根本改善 山崎總務部次長
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◇雜誌は思想の交換所 伊藤般三

◇弓道部雜記

◇坂本警務補榮轉

◇東中隊長より

◇四周年を迎へて 城島舟禮

撫順中學校便り…81

鞍山中學校便り…100

銃後哀話 鈴木爲義…13

慰問袋の縁 豆太郎…15

百万圓運用法 澤田賢治…110

あつぐるしいこと 大野審雨…106

昇給のお禮に來ぬ 笠木良明…20

滿鐵罷めて何處へ行く ＫＹ生…133

弱轟は消えちまえ!! ＳＭ生…97

十分スケツチ 泉三四郎…18

軍馬獨語 Ｘ騎兵少尉…116

尻を叩かれる兵隊 北尾勝郎…108

日米若し戰はゞ 阿部誠雄…33

大連實滿選手の横顔 堀江長煙…125

在滿百萬朝鮮の窮状 金乘翰…93

女中も一個の人間也 女中頭…24

醫事白問�答

齒科醫長 酒井肇…66

外科醫長醫學博士 下妻健太郎…68

レントゲン科醫長 植村三春…69

眼科醫長 佐藤賢治…69

淺田病院長 淺田倫治…71

皮膚科醫長 鈴木修一…75

内科醫長醫學博士 大沼貞藏…75

耳鼻科醫長醫學博士 森田近…76

撫順滿鐵醫院長醫學博士 内野捨一…77

漫畫

ＫＥＩＪＩＲゑがく

◇餘り寒いので…47

◇心血を注ぐ三十年…50

◇フナフナ孃の妙技…56

◇重病は全快したが…84

◇肥える藥をのみ過ぎて…86

◇山の神の應援で世界記録を破る…159

禿に毛を生やす法 醫學博士齋藤護邦…16

獨創!夫婦愛�進の秘訣 水野讓二…160

余は斯くして肺病を退治した Ｋ・Ｃ・Ｓ生…82

子供の禪 笠木良明…88

陣中將士方…105

編輯室より…45

(一部不明)

鞍山中學の作業�育に就いて 矢澤邦彦…98

酒なしのドンタク騒ぎなら 久留島秀三郎…101

戀はカーキー色へ 甲田鐵男…102

我慢會 別府聞多…167

涼しいこと請合 翰甫生…168

或る男の戀文 高橋死河…78
奥付

昭和７年８月７日印刷

昭和７年８月10日発行

発行人 城島徳壽 撫順東七條通三三番地

編輯人 月野一霽 撫順西十條通三番地

印刷人 太田信三 大連市大山通六三番地

印刷所 小林又七支店 大連市大山通六三番地

発行所 月刊撫順社 撫順東七條通三三番地

誌代 普通號 弐拾銭 新年号創刊記念号 参拾銭

本号発行部数 四千五百部

月刊撫順 第５巻第９號 (昭和７年９月)

寫眞

◇荒木陸軍大臣の題辭…口�
◇防備隊・警官隊の活動 (四葉) …同

◇軟式野球撫順豫選會の優勝の庶務軍…同

◇新任前田警察署長と小川憲兵隊長…同

◇營盤分遣隊を死守した吉川軍曹…同

◇沈勇無比の貴田憲兵上等兵…54

◇奉天に榮轉した荒木公學校長…32

歴史は骨ではない 寺田喜治郎…2

日米若し戰はゞ 阿部誠雄…8

婦人よ生活態度を改めよ 翰甫學人…104

滿鐵下級社員に訊く 一傭員生…91

滿洲國未來記 今柚生…22

縣指導員一箇年の回顧 國木田滿…33

永年勤續者と警官 笠木良明…47

身邊雜記 城島舟禮…117

子供俳句 16

クサメ 1

謎・なぞ 21

撫順笑話 123

爆撃 77

ステライトサイン 37

弓道日誌 100

横紙破り 77

食客の不平 27

撫順ものは附 57

撫順カフエー一巡記 沙輪高明…78

は？カフエー…38

鞍山カフエー一巡記 イーテン生…80

御用心!!インチキ女給物語 天眼通生…96

聽いて氣持ちのよい話…82

あなたの武道がどうあなた (又は他人) の危難を救ふに役

立ちましたか 在撫巡有段者二十數氏應答…16

此の窮状を如何と見る？! 金秉翰…114

避難朝鮮民に食を與へよ!! 朴生…46

學校專門醫と養護學級専門醫尾崎吉助…108

お灸の話 小野久七…84

矢田副總裁は雜誌屋泣かせ 城島舟禮…26
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小鐸を死守する人々 堀江本社特派員…120

たつた今失戀した男の手記 高橋死河…50

インチキ旅館漫談 平原一樹…28

醫事白問�答

淺田病院長淺田倫治…44

小児科醫長上井敬三…45

撫順春秋…14

露天掘(短歌)…37

金魚…116

考へなくては…15

編輯後記…124

七人制ラグビーに就て…ＴＹ生…98

軟式野球大會豫選優勝記…ＡＢ生…99

大連スポーツゴシプ 堀江生…100

鞍山庭球戰記 大谷生…101

鞍山陸上競技部を語る 竹内生…102

新凉漫吟 八木沼丈夫…55

ナツヤスミ百句 小沼逹郎…40

陣中消息

錦縣を中心とする遼西方面の情況 鈴木少將…58

千鳥足の醉つぱらひ彈 森本勉…61

父に會ひたくば靖國神社に來たれ!! 中原副吉…67

大刀會と甕風呂 鳳鳴生…69

女優衞兵見立て…63

七月 (詩) …66

機關銃の歌…73

死骸の雜�を漁つて鶏の丸燒を食ふ ＴＭ生…70

臍から下は寒晒し 北澤�峰…72

有難や龍鳳婦人會の豚汁 久志生…75

兵隊さんと月刊撫順 數氏…56
奥付

昭和７年９月７日印刷

昭和７年９月10日発行

発行人 城島徳壽 撫順東七條通三三番地

編輯人 月野一霽 撫順西十條通三番地

印刷人 太田信三 大連市大山通六三番地

印刷所 小林又七支店 大連市大山通六三番地

発行所 月刊撫順社 撫順東七條通三三番地

誌代 普通號 弐拾銭 新年号創刊記念号 参拾銭

本号発行部数 四千七百部

月刊撫順 第５巻10號 (昭和７年10月)

酒前茶後抄 寺田喜治郎…2

撫順小唄…1

鍋ごろ 加藤郁哉…27

エロの感觸 甲田鐵男…103

撫順中學校便り…44

撫順女學校便り…44

ササヤキ…91

ステライトサイン…90

刀匪來 (短歌) 相浦�南…52

社宅漫景 北尾勝郎…31

クサメ…69

雨の日の漫景 北尾勝郎…31

滿洲男性を臭診する 人形屋那子…28

十分間スケツチ 泉三四郎…53

鞍山カフエー一巡記 イーテン生…108

兵隊さんと月刊撫順…70

滿洲國協和會に活躍する撫順人…21

彼氏の遊び振り 裏山道人…110

生首を失くした話 小倉圓平…46

身邊雜記 城島舟禮…104

經月の話 醫學博士齋藤護邦…18

陣中稿

陣中退窟風景 森本生…32

匪賊のいろく 山本惠須倭…38

山城鎭籠城一ヶ月 後藤中尉…39

日米若し戰はゞ 阿部誠雄…10

滿洲國未來記 今柚生…48

新滿洲國移民對策 富永能雄…15

平價切下と身元保金 吉十生…30

インチキ旅館漫談 平原一樹…73

防備の辛苦誰か知る 76

山本朝光・井上中尉・大橋防備隊長・土生同副隊長

遭難者大瀧夫婦に訊く 櫻木記者…54

銃こそ執らねど 澤田賢治…98�兵と軍警の統制を 大島宇平…22

結核撲滅運動への寄與として世の一般内科醫諸民に苦言を

呈す…62

珍しく尊い存在だつた (渡邊寛一氏を偲ぶ) …24

二十五年間の仕事の跡を顧る 土方義正…58

白問�答…大沼醫學博士・淺田博士…92

犬物語 佐古良雄…94
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昭和７年10月７日印刷

昭和７年10月10日発行

発行人 城島徳壽 撫順東七條通三三番地

編輯人 月野一霽 撫順西十條通三番地

印刷人 太田信三 大連市大山通六三番地

印刷所 小林又七支店 大連市大山通六三番地

発行所 月刊撫順社 撫順東七條通三三番地

誌代 普通號 弐拾銭 新年号創刊記念号 参拾銭

本号発行部数 四千七百部

月刊撫順 第５巻11號 (昭和７年11月)

逸傳 寺田喜治郎…2

撫順元老等への苦言 �丘學人…8

丸くとも一角あれや 笠木良明…29

新滿洲に於ける移民對策 富永能雄…26

滿洲體育聯盟組織提唱 ＸＹＺ生…67

何の爲めの公費ぞ 野口與次郎…50

二十五年間の仕事の跡を顧る 土方義正…75
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復州灣に出現した極樂土…88

日米若し戰はゞ 阿部誠雄…11

不思議が多くて當然が少い 森本曹長…32

防備の辛苦誰か知ろ 鹽川・�田・眞鍋…90

◇殺陣風…24 ◇滿蒙春秋…86 ◇撫順春秋…60

兵隊さんと月刊撫順…80

出火の原因調…51

モダン滿洲國語…23

弓道部日誌より…59

異物奇談 植村三春…20

撫順特殊婦人の黴毒治療成績 淺田倫治…62

◇ステライトサイン…19

◇ササヤキ…39

◇鞍山笑話…10

滿洲國笑話二題…19

乃木大將のユーモア…79

殉職者新屋者…89

俳句 武田逐天・浦野眠石…69

新設東七條校評判記 一記者…44

大谷光瑞師に訊く 高尾記者…56

撫順聯合婦人會常任幹事訪問記・一記者…82

追ひ上げられた鐵ツン 淺井�造…78

支邦巡警の女郎凉奪 諫山逸象…64

恋愛妨害罪 石川長介…16

インチキ旅館漫談 平原一樹…52

犬物語り 佐古良雄…70

三人目の花婿 丘城吉…36

討匪行 八木沼丈夫…40

身邊雜記 城島舟禮…100

日滿親善十題 (畫) 山口正夫…1
奥付

昭和７年11月７日印刷

昭和７年11月10日発行

発行人 城島徳壽 撫順東七條通三三番地

編輯人 月野一霽 撫順西十條通三番地

印刷人 太田信三 大連市大山通六三番地

印刷所 小林又七支店 大連市大山通六三番地

発行所 月刊撫順社 撫順東七條通三三番地

誌代 普通號 弐拾銭 新年号創刊記念号 参拾銭

本号発行部数 四千七百部

月刊撫順 第５巻12號 (昭和７年12月10日)

滿洲事變は亞細亞聯盟への陣痛だ 石井陸軍參與官…2

新滿洲に於ける移民對策 富永能雄…201

人を呪へば穴二つ 笠木良明…24

幕際景氣 北岡官一…38

歳末樂書帖 三十數氏執筆…58

撫順發展疑ひなしの案 數氏執筆…40

凍傷を防ぐマツサージの仕方 澤幡芳齋…89

二十五年間の仕事の跡を顧る 土方義正…86

旅行雑義 作間信一…44

鞍山こそ附近の發展策 藤津甚一…62

身邊雜記 城島舟禮…96

朝の散歩に �李…28

病中詠 宮永次雄…7

三糎 たけし…13

｢陣中十行消息｣ 募集…14

東七條小學校便り…68

大連カフエー相…60

ステライトサイン…94�年獨壇上

人生百科學校 生徒記…8

學窓を出て初めて見た社會 天下好…11

チミと僕 ボク…12

學窓ローマンス ミスターＭ…14

中學生時代 優等生…16

離縁箱・其他 森本勉…32

子の死なしむ 小玉忠三郎…67

その女さんのことゞも 審雨生…64

陣中慰問 ｢一筋の髪の毛｣ 石川長介…6

各寮對抗競食會豫告 37

お藥屋の番附 5

撫順名所・琥珀温泉閣の設計を募る…53

日米戰爭と軍縮會議 阿部誠雄…26

菊版四千餘頁､ 稀代の大著 ｢滿洲忠靈記｣ の出版近し

…92

全国中等學校ラグビー大會滿洲豫選に優勝した鞍山中學

…84

哀戀悲曲 八木沼丈夫…54

陣中將士と月刊撫順 十數氏…30

なる程これは重寳 ＴＫ生…22

歸順大頭目趙亞洲に訊く座談會 70

出席者

趙亞洲君､ 玉治山氏､ 金電信局長､ 陳公安大隊長､

川上守備隊長､ 小川憲兵隊長､ 鎌田憲兵單曹､

高久肇氏､ 小玉客員､ 城島社長､ 高尾記者 (本社側)

表紙 ｢納骨堂｣ (撫順五十題の七) 江崎�葉氏作�
奥付

昭和７年12月７日印刷

昭和７年12月10日発行

発行人 城島徳壽 撫順東七條通三三番地

編輯人 月野一霽 撫順西十條通三番地

印刷人 太田信三 大連市大山通六三番地

印刷所 小林又七支店 大連市大山通六三番地

発行所 月刊撫順社 撫順東七條通三三番地

誌代 普通號 弐拾銭 新年号創刊記念号 参拾銭

本号発行部数 四千七百部

月刊満洲 第６巻第６号 (昭和８年６月)

口繪

◇砂金試掘…1

◇敦圖線架橋工事…2
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◇熱河離宮風景六題…3

◇初夏の覇者…4

◇長城の哨兵…5

行詰り打開 寺田喜治郎…2

吾らの廃兵救護案 菊地・福島…121

股から覗く満洲の世相 ＴＫＫ…20

情報處長川崎寅雄論 谷川潜…36

殺風陣…31

溥儀執政の御日常 和泉誠一…32

琥珀温泉閣と新文化協會成立案 中 竹中英太郎…16

日露戰ふべきか 阿部誠雄…10

醫者から見た患者 淺田病院長…92

坑内屋から藥屋へ 石井忠夫…56

撫順高勾麗新城發見記 渡邊三三…38

大連のページ…124 奉天のページ…128

撫順のページ…130 鞍山のページ…127

錦州のページ…132

呉服の卷棒一本三百圓 白田�太…11

與太咄昭和萬葉假名 草野磬…44

ナンセンス身上相談 OK生…96

ナンセンス名士問答 天來生…139

六月奉天夜景 �木馬助…(188)

高吟三年豫科生氣質 園邊皓吉… (144)

愛妻家は誰か…47

××から見た何々 軍人・藥商…100

身邊雜記 城島舟禮…117

女性讃美と纒足 阜豊奄…24

不老長壽精力�進漢藥の話 寺田醫學博士…48

第一線に訊く 誌上座談會…60

石丸盤山県参事官 五十嵐昌図県副参事官 西川哈爾浜特

務機關囑託 横山熱河派遣＊＊ 高橋情報處員 中川鉄嶺

種豚場員 内田高岡組哈爾賓出張所主任 久家灰幕洞建設

事務所員 山口協和会中央事務局次長 佐伯昌圖縣参事官

盛民政部駐哈爾浜連絡員

大連女給坐談會…102

支那笑話 數題…94

陣中風景 漫書 Ｓ・晃生…107

小平島日永草 (短歌) 龜川馨…120

野球風景 (短歌) 露天…78
奥付

昭和８年６月９日印刷

昭和８年６月10日発行

発行人 撫順東八條通四七番地 城島徳壽

編輯人 撫順東八條通四七番地 高尾文市

印刷人 大連市大山通六三番地 太田信三

印刷所 大連市若狭町三三番地 小林又七支店印刷部

発行所 月刊満洲社 撫順東八條通四七番地

誌代 普通號参拾銭 新年号・春季特輯号・創刊紀念號 五拾銭

広告料 表紙の四及び口絵広告…写真) 金七〇圓 表紙の二 金五

〇圓 表紙の三及び記事広告…一頁) 金三五圓 普通頁

(一頁) 金二五圓

月刊満洲 第６巻第７号 (昭和８年７月)

口繪

◇待期中？ (金樂の火陽とサンジヨージのマリ子)

◇最初の停戰交渉と北京宮殿全景

◇盛夏の覇者

◇池坊家元後後華務課長を迎へて

さて何を�へるか 寺田喜治郎…2

股から覗く満洲の世相 Ｔ・Ｋ・Ｋ…7

何､ 若い者でなくちや不可ん 前陸軍主計總監 井出治

…28

吾らの廃兵救護案 中溝新一・橋本八五郎…24

加藤新吉論 天野哲太郎…88

地方法院の協和會のいきさつ 高尾記者…30

殺風陣…57

◎子供英語學校生徒募集…21

◎月刊滿洲無料職業紹介部開設…122

◎コドモ考へ物新題…127

日露戰ふべきか 阿部誠雄…83

國都新京棺業風景 奧村義信…58

易から見た滿洲の運氣 小玉呑象…74

蟲と人間 醫學博士 寺田文次郎…14

枕の話 富杏城…102

坑内屋から藥屋へ 石井忠夫…64

大連のページ…22 奉天のページ…36

撫順のページ…118 新京のページ…52

月刊滿洲の編輯振りに就て 上田恭輔…101

最大の防禦は攻撃だ 御小路生…77

陣中風景 (漫書) 菊地一等兵…106

やもめ合宿風景 まさを・こじま…125

社中風景 高尾生…68

卯子工の唄 劉金郭…104

小平島日永草 龜川馨…117

同好會便り…89

編輯後記 城島生…118

檀州古城 (短歌) 八木沼丈夫…12

永豊鎭移民の農耕實況 三捨居士…50

北滿採金班第一信 眞鍋好雄…34

負傷兵は朗かだ 森本勉…54

哈爾賓往來 みゆき・なかむら…78

番臺からささやく 谷村とめ…115

寺の怪 春日晃一郎…111

滿洲留置場講座 大鹽正造…170

渡滿の動機と抱負…62

千玉・火陽・幸子・千代子・かつみ・すず子・喜代美・

洋子

私が若し肺病だつたら 醫學博士 佐々虎雄…90

床づめは死病か 醫學博士 大沼貞藏…96

どちらの眼が大事か 高太郎…97

口から覗いた子供の健康 酒井肇…98

[附録] 大連花街案内

滿鐵線列車時刻表
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全國中等學校劍道大會滿洲豫選大會を顧みて

佐藤重藏…69

中等學校武道大會柔道部戰記 山本芳松…73

郵便屋から見た家庭 呑氣坊…126

身邊雜記 城島舟禮…120

月刊滿洲列車襲撃隊…38
奥付

昭和８年７月９日印刷

昭和８年７月10日発行

発行人 撫順東八條通四七番地 城島徳壽

編輯人 撫順東八條通四七番地 高尾文市

印刷人 大連市大山通六三番地 太田信三

印刷所 大連市若狭町三三番地 小林又七支店印刷部

発行所 月刊満洲社 撫順東八條通四七番地

誌代 普通號参拾銭 新年号・春季特輯号・創刊紀念號 五拾銭

広告料 表紙の四及び口絵広告 (写真) 金七〇圓 表紙の二 金五

〇圓 表紙の三及び記事広告 (一頁) 金三五圓 普通頁

(一頁) 金二五圓

月刊満洲 第６巻第８號 (昭和８年８月)

五周年記念特輯号
(目次欠落部分を本文から補記したので目次記載の順序になっていな

い)

月下對陣 八木沼丈夫…2

暑気ばらい 寺田喜治郎

吾人の覚悟 昭和製鋼所長 伍堂卓雄…10

満洲事変直後の米国 国際連盟脱退直後の独逸 上海事変

直後の上海 杉野炭子

煙草 山崎元幹…24

マラソン王宗像金吾論 奉天 星風荘主人…28

満洲国建国と故于冲漢先生 国都建設局総務処長

結城清太郎…34

人物月旦 昭和製鋼所常務取締役 富永能雄君を語る

撫順 筑紫二郎…40

日満国際結婚論 奉天公学校長 荒木馨

関東軍熱河宣撫班長八木沼丈夫氏に訊く…100

關税問題與太話 宇留戸甲太郎…54

股から覗く (滿洲世相批判) Ｔ・Ｋ・Ｋ…48

合點のゆかぬ事ども 橋本八五郎・淺野犀涯…59

立秋隨想 三上於莵吉…68

思ひ出すことども 河東碧梧桐…54

待望 岩田專太郎…74

滿洲時事…214

月刊春秋…92

殺風陣…27

蒙古三題 谷生…82

空の禦 新京一飛行將校…136

敵捕虜に訊く 錦洲一將校…196

老戰士と列車襲撃 君田鏡介…96

興安嶺で拾つた話 龜谷利一…82

こんな人物なら一人ぐらゐ使つてもよい…43

滿洲國軍政部顧問部 人事係

撫順炭礦長 久保孚

國際運輸常務取締 築島信司

滿洲國協和會中央事務局 山口重次

滿洲國協和會理事 紀井一

三井物産大連支店長 阿部重兵衞

滿洲國國都建設局總務處長 結城�太郎

撫順中學校長 寺田喜治郎

南滿電氣常務取締 石橋米一

大連機械製作所社長 高田友吉

新京日本大使館 堂本貞一

森洋行合資會社社長 森眞三郎

坑内屋から樂屋へ 石井忠夫…134

人氣を孕んで蓋あけした國都土地拂下…21

滿洲土木建築協會の創立とその概要・大島太平…61

喜喜 いえろ イエロ草紙 大連 鞍山 奉天 撫順 新京 斉々哈

爾のページ

滿洲美人の美と着付評 岩田專太郎・林唯一

僕の結婚ローマンス 熊田樂童・近東綺十郎

ナンセンス人事相談 OK生

滿洲はろばろ 郁子・滿里子・雪子

養活猪・大雪粉々・禿子 (滿洲民謠)

城島舟禮の禿るまで 戰旗一たびゆくところ

撫順小唄 加藤郁哉…158

支那人の迷信する人體各部の藥用的効能

寺田醫學博士…76

性慾と長壽との關係 齋藤醫學博士…90

發情ホルモンのいろ � � 淺田病院長…86

支那宿心得帖・御參考までに 石敢當…146

支那宿を語る 荒木生…151､ 古田傳一152

ある經驗・吸煙管の味を覺えて 虹橋郎子…118

地雷火と鹽マスの距離二米突 (戰線より) 森本勉…118

活佛に會つた話 春日晃一郎…185

陣中漫畫腕くらべ 菊池一等兵 佐久間晃…63､ 89

卷頭言…1

八田滿鐵副總裁左右銘…18

謝外交總長夫人…16

子供英語學校生徒募集…127

懸賞コドモ考へ物…126

社告…215

特別原稿募集…133

滿蒙 (川柳) …98

社中風景…128

支社便り…233

編輯後記…224

陸上競技日本記録の變遷 米津牛郎…128

滿洲民謠 (數種) 稻川朝二路…38

故郷の海への感傷 (詩) 守備隊都吐夢…52

箴言 (詩) 平井武…98

原稿用紙 末吉和子…80

返信に代えて 八木沼丈夫…216
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秋水蓼花…142 滿洲招牌集

鎌田彌助…144 支那料理通

大鹽正造…212 滿洲留置場講座

身邊雜記 城島舟禮…218

月刊滿洲 列車襲撃隊…192

山崎理事・林庶務課長・夜汽車・日滿結婚行進曲・義經

の足跡・禿の勳三等・海軍伊藤大佐・滿洲國協和會・關

東軍・國都建設局

附録

滿洲特殊風致區案内(1) 今枝折夫…1

◇滿洲花街通…20

◇滿鐵線列車時刻表…24

月刊滿洲五周年記念奉仕計畫發表…44
奥付
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編輯人 高尾文市 撫順東八條通四七番地

印刷人 山田浩通 大連市近江町91番地

印刷所 東亞印刷株式会社大連支店 大連市近江町91番地

発行所 月刊満洲社 撫順東八條通47番地
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内地支社 月刊満洲東京支社 東京市中野区西町15

誌代 普通號参拾銭 新年号･春季特輯号･創刊紀念號 五拾銭

前金 半年 二圓十銭 一年四圓二十銭

月刊滿洲 第７卷第７號 (昭和９年７月)
奥付

昭和９年７月１日印刷

昭和９年７月10日発行

発行人 城島徳壽 撫順東八條通四七番地

編輯人 高尾文市 撫順東八條通四七番地

印刷人 山田浩通 大連市近江町91番地

印刷所 東亞印刷株式会社大連支店 大連市近江町91番地

発行所 月刊満洲社 撫順東八條通47番地

内地支社 月刊満洲東京支社 東京市中野区西町15

誌代 普通號参拾銭 新年号･春季特輯号･創刊紀念號 五拾銭

前金 半年 二圓十銭 一年四圓二十銭

月刊満洲 (昭和９年８月)

六週年記念特輯號

中學がそんなにいゝか 寺田喜治郎…14

滿洲國の土地商租に就つて 村岡芙久二…36

雜種乃至公費賦課問題 箕浦義人…138

満洲の古今 前波仲尾…70

滿洲國縣參事官の誓願文…80

吾家の危機 粕谷秀樹…24

豆月旦

◇皆川豐治君…109 ◇松田令輔君…23

◇石原重高君…135 ◇梅谷光貞君…79

◇村上義一君…169

性聖張競生 林君彦…20

撫順太公望銘々伝 渾河太郎…158

不謹愼極る新京日日と大連新聞 城島舟禮…158

媾引 (俗謠) 今枝折夫…65

羅津らしい話題 山本越峰…7

ナンセンス南鐵會社職員登格試驗問題並解答…140

趣味の國線 上正行江…58

殺風陣…35

人の振りわが振り 井出台水…136

對蒙古政策を語る 依田興安總署次長…8

ペルシヤの十九の�より…54

有情多恨 (短歌) 梅田あさ子…168

六〇六號 寺田醫學博士…51

滿洲國建國産業大博覽會に就て…30

オロチヨーン族の話 染谷紅葉…75

支那淫謠考 春日晃一郎…100

銷夏讀物

國境情話 栗園生…116

ハロンアルシヤン靈驗記 谷朴秀…119

大連郵便局で虎狩した話 天野光太郎…121

板壁に吸ひ込まれる女 木南人…203

鞍山の怪 野村骸骨…206

カフエー怪談 佐藤博…210

雜談支那 石敢當…42

素人の誤り易い病氣とその手當 松島醫學博士…176

温泉・海水浴・登山その他 五味醫學博士…181

新興地在留邦人名士録…56

ろくでもない話 堀井一成…115

支那道樂指南 葉室早生…47

國都建設局土地拂下手引…31

へその孔 (漫画) 泉三四郎…156

鞍山お歴々初見參記 平井記者…104

國線は招く 和田特派員…194

國線十景懸賞募集…99

女馬賊頭目と語る 曾我旋次郎 竹中英太郎畫…1

妻帯者イノチ洗濯の圖 竹田稻水…13

不合理征伐 數氏執筆…170

山海關と鄭家屯 (俳句) 石原沙人…52

漫画 日滿結婚 新進漫画家數氏…153

撫順の魅力を語る座談會…186

身邊雜記 城島舟禮…199

編輯後記…216

人肉の市 (漫画) 鈴木白髏…98

第一線の女 紅紫野貴三…124

深夜に馬車を馭する麗人 三木當弘…129

この人鬼 松下銜次郎…133

滿洲特殊風致區案内 今枝折夫…110

各地ナンバーワン…82

アタマをかくペイジ…159

クサメをするペイジ…145
奥付

昭和９年８月１日印刷

昭和９年８月10日発行

発行人 城島徳壽 撫順東八條通四七番地

編輯人 高尾文市 撫順東八條通四七番地

印刷人 山田浩通 大連市近江町91番地

印刷所 東亞印刷株式会社大連支店 大連市近江町91番地

発行所 月刊満洲社 撫順東八條通47番地

内地支社 月刊満洲東京支社 東京市中野区西町15

誌代 普通號参拾銭 新年号･春季特輯号･創刊紀念號 五拾銭

前金 半年 二圓十銭 一年四圓二十銭

月刊滿洲 第７卷第９號 (昭和９年９月)

滿洲新聞批評…28

大いに愼戒を要す 山縣武一…28

その信念の薄弱さを憾む 秋月光夫…30

關東廳の無定見 千家好山櫻…31

いゝ加減な地方通信 大重純一郎…33

深甚の反省を促す 村岡芙久二…34

漫画

チヨツピリチヨンスケ 佐久間晃…27

戀三題 スギタ三タロ…105

旅行者氣質 立花白樂天…138

― 128 ―



難船 小野田五男…138

なれそめ 近藤テツロー…138

さては？ 河島浪…139

滿洲飲食十種 (川柳) �龍刀…59

夏霧抄 (俳句) 石原沙人…136

こもらひ (短歌) 梅田あさ子…83

撫順柳壇…106

臺灣を滿洲に比べる 寺田喜治郎…2

學閥の暗影天日を蔽ふ 鹽見志朗…82

インチキ日本語學院 川合�…8

課税反對撫順市民大會に就て 觀山柿…57

滿洲の古今 前波仲尾…90�龍江時代 (ブラコベ秘話) 庄司通惟…44

嫁に貰ふなら滿洲つ子を 木南人…88

趣味の國線 江上正行…102

私の結婚觀 中山登…89

新龍首山音頭 今枝折夫…40

撫順舊驛舎利用案 大久保鹿次郎…38

雜談支那 石敢當…10

支那道樂指南 葉室早生…10

多々良熊吉君の結婚披露宴における祝辞 石田五平…108

虎林を衝く 和田本社特派員…110

劉老の一生 粕谷秀樹…84

新興地在留邦人名士録…133

鞍山お歴々初見參記 平井武…134

毒瓦斯の話 相原大尉…60

佛陀の言葉より…20

奉天の奇病の正體 五味武郷…22

人の振りわが振り 井出台水…100

讀留雲片雜記 天野光太郎…126

鞍山新進藝者前借番附…91

長城孟姜女 阿部勝二…97

身邊雜記 城島舟禮…140

滿洲商業用語 志垣熊雄…124

アタマをかくペイジ

奉天・大連・鞍山・四平街・錦州・撫順…71

クサメをするペイジ

吉林・奉天・朝陽・新京・撫順…65

滿洲國官吏のマークに就て…122

撫順防空演習避難個所決定…58

國寳的名刀發見さる…142

うりとたけくらべ…1

ネオンの影にも感謝あり 三氏執筆…131

ジヤズの中にも涙あり 三氏執筆…128

豆月旦

伊澤鐵路總局次長…106 田所經濟調査會副委員長…37

五味撫順醫院レントゲン科醫長…123

憂鬱な新京…80

撫順野球チームの新陣容 愛球生…78

各地ナンバーワン募集…折込

編輯後記 城島生…144

滿洲美人鑑 口繪

我等の國都を築く 口繪
奥付

昭和９年９月１日印刷

昭和９年９月10日発行

発行人 城島徳壽 撫順東八條通四七番地

編輯人 高尾文市 撫順東八條通四七番地

印刷人 山田浩通 大連市近江町91番地

印刷所 東亞印刷株式会社大連支店 大連市近江町91番地

発行所 月刊満洲社 撫順東八條通47番地

内地支社 月刊満洲東京支社 東京市中野区西町15

誌代 普通號参拾銭 新年号･春季特輯号･創刊紀念號 五拾銭

前金 半年 二圓十銭 一年四圓二十銭

月刊滿洲 第７卷第10號 (昭和９年10月)

秋の隨筆…2

機上の秋 山崎元幹…2

トルコの秋 上村辰巳…3

漫画

秋のいたづら 鈴木白髏…12

生�く! スキダ・サンタロ…117

夫婦喧嘩 金子久子…51

人間停電の喜び 立花白樂水…51

僕のアルバム 高橋源重…134

古い埃・復讐・あいにく後で…55

驢に秋をきく…口繪

滿鐵の流線型機關車…口繪

滿洲美人かゞみ…口繪

ノートの端に 寺田喜治郎…8

『滿日』 と 『大連』 木村助友…20

人生を打診する 大嶽老師…148

滿・洲・の・古・今 前波仲尾…46

支那怪奇 ｢念佛堂の主｣ 瓶山人…32

米國最良列車の話 市原善積…42

佛陀の言葉より…62

モダン呑み代稼ぎ 閑古鳥…54

劉老の一生 粕谷秀樹…14

國鐵沿線旅館評判記 中根潤…66

蒙古氣分を味ふ 宮永嗣郎…38

人の振りわが振り 井出台水…52

雜談支那 石敢當…22

支那道樂指南 葉室早生…22

アタマをかくペイジ 奉天・新京・鞍山・撫順・吉林…88

クサメをするペイジ 新京・撫順・奉天・鞍山・吉林…81

滿鐵華語檢定豫備試驗問題解答…106

非常時細君 (漫畫) 細木原�起…112

流産の原因 淺田倫治…64

日米對抗陸上競技大會餘聞 米津生…102

強精劑雀の卵 寺田醫學博士…97

鞍山お歴々初見參記 平井記者…114

酒・そして民謠 柴田三郎…75
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奉天�雲寮罵倒論 一寮員…78

虎林を衝く 和田本社特派員…122

忘れ難き異性

椋奪された娘 唐津雄二郎…136

八ツ橋 渡部敏子…139

カラのハンドバツク 小田俊夫…145

滿洲各部市ナンバーワン一覽表…56

滿洲商業用語 志垣熊雄…104

身邊雜記 城島舟禮…132

鬼ペイジ…36�育家に苦言・奉天の埃地獄・人道上も問題・賣名的軍

隊慰問・不深切な文房具店・無愛想な營口の某旅館

實彈百二十發 宮永嗣郎…77

民謠－娘家まゐり 劉金郭…7

短歌－胡竹集 梅田アサ子外…31

豆月旦

石原秋朗君 (鐵路總局旅客課) …13

奥村義信君 (滿洲事情案内所) …130

江川撫順驛長を送る…121

オリオンダンスホールの華…82

｢彼氏 (彼女) に足らざるもの集｣ 募集…61

毎號に募る…152

十一月一日改正滿鐵線列車時刻表…151
奥付

昭和９年10月１日印刷

昭和９年10月10日発行

発行人 城島徳壽 撫順東八條通四七番地

編輯人 高尾文市 撫順東八條通四七番地

印刷人 山田浩通 大連市近江町91番地

印刷所 東亞印刷株式会社大連支店 大連市近江町91番地

発行所 月刊満洲社 撫順東八條通47番地

内地支社 月刊満洲東京支社 東京市中野区西町15

誌代 普通號 拾銭 新年号･春季特輯号･創刊紀念號 五拾銭

前金 半年 二圓十銭 一年四圓二十銭

月刊滿洲 昭和９年11月

十一・十二月合併号

アタマをかくペイジ…83

クサメをするペイジ…94

撫順防空演習畫報…口繪

｢あじあ｣ の微笑 城島撮影…口繪

月刊漫画

專賣特許・防寒装置…31 スギタ・サンタロ…30

金子久子…30 鈴木白髏…30 立花白樂…31 小林ハ

チロー…31 ヤマシタ・ウタラク…31 東郷炭吉…31

冬翳に生く 竹内節夫…81

ぴんぼけ懺悔 淺香三四郎…88

川柳人間� 大島濤明…63

夢 上田恭輔…128 加藤新吉…129 橋本八五郎…130

米津午郎…130 金澤辰夫…131 小倉圓平…131

北鐵漫評 伏見拾四郎…8

滿洲の古今 前波仲尾…32

性�育問題に石を投げる 天野光太郎…54

滿洲華語檢定試驗問題解答 笹龜二…60

行つて來ます 寺田喜治郎…2

奉平通車・北京天津 石原巖徹…38

超特急 ｢あじあ｣ の全貌…68

村岡樂童先生漫傳 落葉山人…105

撫順防空演習敵機に訊く (松本航空大尉) …48

大檢美妓連出生地名鑑…102

最も理想的な滿蒙農業移民私案 助豐麟…74

趣味の國線 江上正行…148

國鐵沿線旅館評判記 中根潤…132

雜談支那 石敢當…14

支那道樂指南 葉室早生…19

滿洲口碑傳説考 稻川朝二路…24

支那迷信考 笹村志津夫…26

滿洲人間巡禮記 巡禮記者 平井武…116

米國の離婚 佐藤哲雄…112

滿洲音樂家番附…93

非常時常識軍需工業 中路明…108

虎林を衝く 和田特派記者…140

醫者にかゝる秘訣 五味武郷…120

スケート禮讃 梅田正太郎…122

撫順營口間運河開鑿問題 喜多龍生…64

滿洲商業用語 志垣熊雄…152

人の振りわが振り 井出台水…58

新興地在留邦人名士録…145

彼氏に足らざるもの集…36

初戀 粕谷秀樹…161

二等船室の女 林俊一…165

匪賊漫談 山村勳…45

身邊雜記 城島舟禮…157

酒・そして民謠 柴田三郎…155

病床録 石河積…138

佛陀の言葉より…46

豆月旦

平田驥一郎君 (錦州辨事處長) …29

龜谷利一君 (國務院情報處事務官) …73

淵上白楊君 (滿鐵弘報係囑託) …115

荻花抄 (俳句) 石原沙人…39

櫻炭 (短歌) 梅田アサ子…119

燒羊酒 (川柳) �龍刀…25

滿洲國競技部の雄…80

滿洲統計協會々員募集…137

編輯後記…168

滿鐵時刻表…目次裏

國鐵時刻表…目次裏
奥付

昭和９年11月１日印刷

昭和９年11月10日発行

発行人 城島徳壽 撫順東八條通四七番地
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編輯人 和田進 撫順東八條通四七番地

印刷人 山田浩通 大連市近江町91番地

印刷所 東亞印刷株式会社大連支店 大連市近江町91番地

発行所 月刊満洲社 撫順東八條通47番地

月刊滿洲 第８巻第１号 (昭和10年１月)

｢新春特輯號｣

口絵�龍江の朝日 小林元…283

貝獲り 淵上白楊…283

滿洲國の江防艦 小林元…233

にこ � �の移民團 東宮少佐…232

麗人二題…122

提案 地蔵尊建立勸進趣意書…2

絵＊ 國線繪行脚…池邊�李…10

論説

南支より一筆啓上 谷萩少佐…4

躍進帝國 上村辰巳…115

在滿日本同胞に愬ふ 小原久幸…117

斬捨御免時代 白雲樓主人…108

なめられたラチオフアン М・Ｔ・Ｈ…111

軍事

非常時常識軍需工業…30

鐵工業製 所常務取締役 富永能雄

滿洲軍用犬に就て 粕谷生…76

經済�樣以上 園木田生…56

經済漫筆 嘉多龍生…132

新滿洲工業陣 事變前後對比…222

醫事衛生

醫家漫筆 佐々醫学博士…136

テーテルライン氏 腔稈菌の話 末吉婦人科醫長…140

門淋巴の話…12
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沈默より聽く…1

最近の感激 谷萩少佐…16

文筆生活三十年 淺野虎三郎…41

軍中央部の諸星は滿洲國の政治を如何に顴るか…4

永豐鎭移民團寫眞便り…21

雉獵を滿悦する 河野要…128

滿洲國の秘密結社在家裡の研究 小林生之助…88�の下を掘る…80

田實夫人と張楠氏 (山口重次) ◇滿洲國の國寶的存在ア

ニアート博士 (富杏城) ◇帝政の功勞者萬繩�氏 (關東

糖) ◇蒙古開拓の先頭早�正志君 (大藪鉦太郎) ◇この

銃後の熱誠 (赤�川安彦) ◇滿人の大親分宮内畩八君

(柴田三郎)

知つて置いて損にならぬ話 木南人…94

あだ年増 (支那民謠) 藤澤由藏…126

唇の話 和田壽夫…121

滿洲隨話 石敢當…34

一目瞭然のペイジ…140

老虎灘を怖れた話 初音十三…24

實用滿洲語讀本 岡村房義…92

滿洲招牌百面相 山澤撮・石原文…44

奉天市政を山口參事官に聽く…48

日滿同字異義番附…11

川柳漫畫 山越音…79

城島舟禮後援會芳名録…144

ある兵隊の話 東野潤…62

小林千代子の事で徳山�と喧嘩する 天野光太郎…58

あたまをかくペイジ…97

くさめをするペイジ…113

天才兒を檢討する 平井記者…12

漢藥番附…55

身邊雜記 城島舟禮…142

滿洲顴光地寫眞紹介 (錦縣・壺盧島・興城) …74

千山の老僧と記者の一問一答…138

惡性な滿洲の小兒赤痢 土屋醫學博士…28

中毒の話 淺田病院長…30
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山岸守水・�柳一睛・谷萩那華雄・佐々虎雄・西田猪之

輔・赤瀬川安彦・尾崎剛・寺田喜次郎・荒賀直彦・大島

壽明・三上安美・野添考生・能登博・湯山仁平・高橋源

一・田口國策・小池亮夫・伊藤折藏・深水壽・宮尾公望・

道滿謹吾・中川勝成・小倉圓平・柴田賢治郎・庄司通惟・
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岩銀象・田井和平・江上正行・平野博三・占考一郎・眞
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藤星麿・佐藤眞美・伊藤�・高氏盛・加藤郁哉・藤井正

一・菊地明四郎・川野達也・右近又男・四平生・小玉忠

三郎・三好兼吉・富岡洋一・橋本八五郎・失名氏・伊藤

弘・古賀劍二・山本富久雄・加藤新吉・武井外一・山田

高・富岡洋一・淵土白陽・熊野久作・須田忠良・淺野虎

三郎・牧野龍夫・平山節・柏原一馬・山本正・杉本大周・

安田生・川村元弘・中川一太・城島舟禮

表紙＝水泳着の女 内田稻夫作

口繪＝ 朝鮮金田温泉養魚場・奉天市制發布並水道開通記

念祝賀會・奉天居留民會引繼調印

五平莊閑話 寺田喜次郎…8

依然明朗化されない北支政局 關東糖…34

滿洲醫學に國境ありや 堀江醫學博士…48

張作霖艷聞 庄司通惟…16

平生文相案と寺田校長案 城島舟禮…78

侠氣と正義…1

世界に誇る社會施設 『同善堂』 參觀記…66

滿洲隨話 石敢當…42

三河地方商業の特異性 松井金二…120

この人にしてこの半面あり…14

若い燕無用論 木南人…132

秘密結社在家裡の研究 小林生之助…37

承徳紀行 山崎元幹…52

京圖線柳樹河附近の山ほか一題 池邊�李…6

漫晝セクシヨン 新興漫晝協會…86

籐椅子凉談 小林茗八…2

山�子抄 (俳句) …118

世界一の龍鳳大竪坑を語る 杉野雄二…54

月刊滿洲�酒一升の損害賠償を受く…125

都市欄 (新京・奉天・大連) …81

あたまをかくペイジ…96

くさめをするペイジ…88

捕はれた匪賊と記者の一問一答…126

滿洲招牌百面相 山澤・石原…30

北平風物補遺 秀木公…61

奉天居留民會引繼祝賀宴の於ける王市長の挨拶…76

川柳漫畫 山越音…125

ネオ月刊滿洲襲撃隊 平井・新井記者…22

苺に腐る 甲野丙助…114

石原巖徹讀むべからず 志摩生…104

實用滿洲語讀本 岡村房義…64

朱唇に聽く 坐談會…135

身邊雜記 城島舟禮…143

われらの四疊半よどこへ行く 若松二葉…128

[附録] 滿洲國々鐵線路圖…折込
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口繪

輝く協和會・日滿兩國旗の下に・海女は躍る・夏の女・

女二態・炭都撫順の盆踊・蒙古包を訪れた日本娘達

滿洲産業の開發と日滿ブロック經濟 河本滿鐵理事…8

偉大なる平凡…6

中國學生運動の展望 新沼悌次郎…42

奉天市政と協和會 上村辰巳…49

戰さと煙草の話 谷萩少佐…74

北支の疲弊と金融問題 友川一太…54

新聞班の窓より 柴野少佐…24

支那民衆は斯う言つて居る 秀木公…52

續・五平莊閑話 寺田喜次郎…10

滿洲國協和會新機構圖 158

滿洲國を住み心地よくする爲めに…129

邦人を忌避する滿人家主・五圓の衣類に三圓の關税・不

快極まる旅館・×地公司の××君へ中小請負業者を生か

せ・郵便局と電々局へ・野犬の横行・苦言四題

秘密結社在家裡の研究 小林生之助…30

移民は鬪ふ匪賊と草と水と 片桐堅司…26

世界一の撫順龍鳳大竪坑 杉野雄二…66

パミールは招く 林君彦…24

三河地方商業の特異性 松井金二…35

謎の島菊花島を探檢する 一記者…171

紙簍

育てる 飯淵弘…106

鮎 三溝沙美107

隨感録より 田原豐…108

日本趣味の流行 白市竹市…109

撫順醫院にて 木村毅…82

繪及び文 池邊�李…40

支那婦人笑林 堀江憲治…159

臭蟲 曉芳…95

コロンブスの弟子達 庄司通惟…84

街頭滿語 剛白龍…192

蒙古包の一夜 龜谷生…138

王道は日本人から (滿洲隨話) 石敢當…60

北支三ヶ月 (俳句) 西尾北鳴…104

川柳漫晝 山越音…89

漫晝セクシヨン …80

アウト・グラウンド生活の重要性 米津午郎…78

新舊選手の夫婦生活 小島直作男…164

さみしさを捨てる 十數氏…142

祝新婚電報 數氏…177

血染の寫眞 東野潤…194
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ネオ月刊滿洲襲撃隊 平井・新井記者…96

大垣撫順炭礦次長夫人・山岸同庶務課長夫人・坪田同古

城子採投所副長夫人・灘警察署長夫人・折田鐵路總局人

事課長夫人・濱口奉天鐵道通事務所旅客課長夫人・竹内

奉天省公署總務廳長夫人・高井電業奉天支店長夫人

日語學校生徒に聽く座談會―於奉天…156

續・朱唇に聽く座談會―於湯崗子…182

良人監視學講座 仁禮三郎…178

一口漫談 小林茗八…18

滿洲發掘物語 南地遊琴…166

身邊雜記 城島舟禮…207

國境異風景 木下影…134

新京西公園の午前四時 鰓木沙禮…150

叉銃四方山ばなし 鐵兜生…162

敦化をまもる六勇士 相馬四平…144

おそろしい豫言 南陽之介…174

千代香の遺書 小濱あらた…153

狐靈 岩根正雄…90

漫才・すつぽん 初音十三…111

あたまをかくペイジ…209

くさめをするペイジ…209

月刊満洲 第９巻第９号 (昭和11年９月)

滿洲事變五周年記念特輯號

口繪＝とこしなへにやすらかなれ (大興原野の勇士の墓)・

臆!五年前 (事變當時の記録) ・五年後の滿洲 (各地ハ

イキング風景) ・幕末の祗園を偲ばせる (菊文の奥座敷)

題字＝三宅中將・土肥原中將・島本大佐・駒井徳三・臧式

毅・丁鑑修

書簡＝本庄大將・三宅中將・石原大佐

滿洲事變を偲びて 板垣參謀長…4

特別寄稿家 島本大佐…8 和田前靖安遊撃隊長…28 矢

崎中佐…9 王奉天市長…12 片倉少佐…11 秋田豐作…

16 三谷吉林總務廳長…20 坪川奉天學務科長…50 立

川元奉天署長…42 石原巖徹…31 甘粕正彦…20 芥川

光藏…23 山領貞二…22 大尾奉天驛長…35 赤�川鑛

監署長…52 瀋陽館女將…27 小澤開策…45 菊文女將…

30 �柳一睛…18 植田秀子…47 美坂祥平…36 林主

基子…48 橋本榮子…15 山口溪葉…38

事變當時の奉天市政を聽く座談會…56

事變の表裏を聽く夕べ…82

粹山に女將達に事變を聽く…106

噫!!五年前 (東朝・東日・讀賣・報知の號外) …64

童謠 一谷�昭…62

短歌 西田猪之輔…63 八木沼淳雄・城所英一・外數氏

…54

俳句―金子麒麟草…49 高山峻峰・三木朱城…44

川柳―石原�龍刀…37 杉田半生棒…94

戰場に現はれた軍人の情誼 Ｋ・Ｍ生…78

熱河聖戰のエピソード 谷萩少佐…68

滿洲上海事變軍歌考 庄司通惟…96

自由移民の立場より 橋本天理村長…145

秘密結社在家裡の研究 小林生之助…193

滿洲國の森林と坑木の話 伊藤�…214

續々五平莊閑話 寺田喜治朗…138

無駄の効用を行く新京二木會 �頭巾…152

支那婦人笑林 (妻を抵當の證文) 堀江醫學博士…155

秋のハイキング日歸りコース…202

大連中心 奉天中心 新京中心 哈爾濱中心

隨筆＝朝めし 藤山一雄…186

ヤクート族訪問記 松井金二…179

北平風物補遺 秀木公…148

天津の夜 潮壯介…174

哈爾濱學異聞 山野深…188

松花江の薄暮 池邊�李…158

街頭滿語 (平康里) 剛白龍…212

滿洲隨話 石敢當…166

張家口 八木沼淳雄…164

やはり野に置け蓮華草 下木影…200

漫晝セクシヨン…184

支那の戀歌 藤澤由藏…196

夏の別莊 大庭武年…217

漫文・準獨身者の獨笑 天野光太郎…160

あたまをかくペイジ くさめをするペイジ…117

これは珍しい (寫眞) …172

雜談支那を讀んで 山口海旋風…112

身邊雜記 城島舟禮…223
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満洲鉄道一元化記念特輯

表紙＝林元隆邦

繪…池邊�李

グラフ

酌する將軍 樂土を實る 秋高し 北滿の護り 新京の

空をかけるグライダー 滿鐵學校聯合野外演習 國線沿

線の寺院風景 鐵道總局開廳式

康徳皇帝陛下と安井翁 川尻伊九…4

偉大…1

鐵道經營の一元化に就て 宇佐美次長…10

『協和會の根本精神』 私解 古市晴彦…10

三河地方のヤクート族を訪れる 松井金次…12

濱北三都の招牌 文－石原 寫眞－伊達…76
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星ヶ浦の不知火 山口重次…92

全滿女子排球選手權大會 梅田章太郎…42

山と樹 池邊�李…96

在家裡の研究 小林生之助…86

日支時局を滿人大官に訊く…88

日蘇戰爭を白系露人に訊く…79

街頭滿語 剛白龍…18

日本語記憶法秘傳 苦労頭の手帖より…74

山�子抄…53

新滿洲新話題…54

彩票漫談 石橋輝雄…68

『雜談支那』 讀後感想 後藤朝太郎・佐々木茂索・佐藤惣

之助・長與善郎・佐々木到一・城所英一…82

滿洲隨話 石敢當…24

哈爾濱財界サ・エ・ラ �頭巾…131

興城温泉を讃へる K・L・M…65

滿洲各地獵獸鳥類分棲圖…41

スパイ秘帖 村上徹太郎…44

お菊あきかぜ 庄司通惟…56

夫婦の倦怠期 小林茗八…70

あたまをかくペイジ

新京・奉天・哈爾濱・吉林・撫順・鞍山・大連・錦州

…115

都市だより 新京・奉天・錦州…113

くさめをするペイジ

奉天・撫順・吉林・鞍山・新京…136

旅順滿洲國職員休養所…64

身邊雜記 城島舟禮…107

話題の朝邊

隔世の感 桂五郎…30

京圖線は熊と一緒の天下 山崎來代人…31

牡丹江といふ所 久家啓次…33

滿洲國のホープ愛路少年隊 秋月良…34

興安嶺漫語 田尻季白…35

一元一線一物推薦 伊知源作…36

匪賊と列車襲撃 磯邊浪治…37

天然風致保存の必要性…・大久保五成……38

圖佳線逸話 美坂祥平…39

奉天の若人に奉天の戀を聽く茶話會…98

支那婦人笑林 (夜の良妻) 堀江醫學博士…50
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奉天中央事務所 奉天商埠地聲宣里二緯路六八

御講読お申込みは､ 甚だ乍勝手前金に願ひます｡

一ケ年分金四圓二十銭 一部三十銭なるも､ 新年・春季・創刊記念

の三特輯號が五十銭宛なれば｡

月刊滿洲 第９卷第11號 (昭和11年11月)

口繪

冬近し 三角地帯の集帯集家部落を觀る 關東局警官隊

の討匪行 招くスキー場 よろこび 鼓樓と雙塔

冬を迎へる言葉…4

山海關・錦州・奉天・撫順・鞍山・大連・新京・吉林・

哈爾濱・齋々・哈爾・安東・白城子

復讐の意氣…1

滿洲新聞時評 児玉辨二…45

善惡の多少 橋本八五郎…72

阿� 五十嵐松風…7

協和會の新動向批判 柳田友郷編輯長…86

王道映画の實現近し 山内友一…23

新聞班の窓より 柴野少佐…28

滿洲國政府の人事行政を憂鬱がる 梅若大三郎…41

就職依頼者への老婆心 山口重次…20

日本女�師の觀た滿人少女 吉井うめ…36

滿洲隨話 石敢當…8

匪賊と蠅 大西秀治…34

アムール雜記 坂井實廣…103

私と獵と酒 八木杜朗…106

獵犬漫語 諸富鹿視樓…107

三角地帶集家部落視察記 平井記者・新井記者…118

街頭滿語 剛白龍…80

新滿洲新話題…116

三浦奉天特務機關長 秋月光夫…46

時事漫畫 西島武二郎…90

集家部落を見る 佐久間記者…61

秘密結社在家裡の研究 小林生之助…108

負けた久保さん…27

身邊雜記 城島舟禮…125

北支で拾つた話 小村俊夫…98

滿洲スキー場案内 北島彌三夫…100

遠藤隆次理博に探鑛と産金談を聽く…91

食物で思ひ出す事變當時のことども 溪葉生…78

北平風物補遺 秀木公…30

漫筆・�板と白墨 天野光太郎…74

麻雀放談 庄司通惟…30

孕まぬ夫婦 堀内醫學博士…82

新兵夜間偵察の椿事 東野上等兵…110

あたまをかくペイジ …115

新京・奉天・哈爾濱・吉林・撫順・鞍山・錦州・牡丹江

都市だより…15

新京・奉天・錦州・哈爾濱・撫順・大連

くさめをするペイジ…130

奉天・撫順・吉林・鞍山・新京・大連
奥付

昭和11年11月１日印刷
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昭和11年11月10日発行

編輯人 岩根正雄 撫順東八條通47番地

発行人 城島徳壽 撫順東八條通47番地

印刷人 山田浩通 大連市近江町91番地

印刷所 東亞印刷株式会社 大連市近江町91番地

発行所 月刊満洲社 撫順東八條通47番地

本社 撫順東八條通47番地

奉天中央事務所 奉天商埠地聲宣里二緯路68

御講読お申込みは､ 甚だ乍勝手前金に願ひます｡

一ケ年分金四圓二十銭 一部三十銭なるも､ 新年・春季・創刊記念

の三特輯號が五十銭宛なれば｡

月刊滿洲 第９卷第12號 (昭和11年12月)

第壱百號記念

本年度新京演劇映畫界の回顧…56

甲州路探秋 山崎元幹…21

馬賊に遭つて儲けた話 高鈴寒水…44

街頭滿語 剛白龍…98

新滿洲新話題…16

滿洲尖端娘の求婚廣告…105

北支で拾つた話 小村俊夫…96

僕のお氣に入りのグリル 二十數氏…28

高いのに驚いた話 二十數氏…26

張國務總理の健康法 T生…7

吉林スキー便り 吉田秀雄…102

本年度氷滑ビツグゲーム 梅田章太郎…100

醫大アイスホッケーの陣容 淺尾有隣…101

スキー異變 (漫畫) 關滿則…35

人の道 (漫畫) 西島武二郎…63

蘇聨の状況に就て 稻村參謀…4

熱河漫畫行 佐久間晃…口繪

樹を植ゑる心 山本正…10

大村鐵道總局長に人生を聽く 一記者…68

創作 新滿洲新商賣 石長介…22

モスコーからハルピンまで 庄司通惟…46

夫人の歌に現はれた板垣將軍…14

初年兵恐怖時代 東野潤…36

世界制覇を目指す滿洲氷滑界 木谷辰己…30

初めて觀た石原莞爾大佐 上村辰己…64

石原莞爾大佐の遼陽一泊 城島舟禮…65

デーデーデーのデー 小林茗八…8

日滿職業婦人に訊く座談會 88

あたまをかくペイジ 奉天・哈爾濱・撫順・新京・鞍山

…129

都市だより 新京・奉天・吉林・撫順…71

くさめをするペイジ 鞍山・新京・奉天・撫順…139

色灯冗話 穴永正三…18

漢藥・馬糞ころがし 寺田醫博…41

支那婦人笑林妖産物語 堀江醫博…60

秘密結社在家裡の研究 小林生之助…57

口繪

日本舞踊の夕

自警村を訪れた大村總局長 山澤靜一作

機上から見た萬壽山と昆明湖 小村俊夫作

表紙＝滿人インテリ職業婦人 小久保寫眞館

[脚本] 驛 板垣守正…110

[脚本] 護れ愛護村旗 大庭武年…118

身邊雜記 城島舟禮…106
奥付

昭和11年12月１日印刷

昭和11年12月10日発行

編輯人 岩根正雄 撫順東八條通47番地

発行人 城島徳壽 撫順東八條通47番地

印刷人 山田浩通 大連市近江町91番地

印刷所 東亞印刷株式会社 大連市近江町91番地

発行所 月刊満洲社 撫順東八條通47番地

本社 撫順東八條通

中央事務所 奉天商埠地

御講読お申込みは､ 甚だ乍勝手前金に願ひます｡

一ケ年分金四圓二十銭 一部三十銭なるも､ 新年・春季・創刊記念

の三特輯號が五十銭宛なれば｡

月刊滿洲 第10卷第2號 (昭和12年２月)

グラフ

滿洲國軍の穴居生活

街頭風景・滿人の正月

東邊道皇軍慰問演藝行

國防婦人會發會式の壮觀

流石は大陸人

表紙 今月は 山越晋

嚴寒滿洲城市體温檢診行 初音十三…91

滿洲國々歌に就て 眞殿星磨…17

滿洲文學運動への所感 筑紫はる…20

偉人待望 味村健…11

病氣の正體 醫學博士森田近…52

時差撤廃とラヂオの改惡 坂井實廣…48

時差はなぜあるのか 河内山直…49

滿洲隨話 石敢當…38

掏摸の變遷とその手口 Ｆ・Ｔ生…65

秘密の結社 『在家裡』 の研究 小林正之助…50

國境異聞 名波不識…50

繪を欲しがる人々 柴野少佐…62

新京雜談倶樂部 神山冷火…23

建國秘話老相國と女優 木南人…58

新滿洲新商賣 石長助…139�白窓 小林茗八…88

童貞とコツプ 小出一郎…45

北大営滿軍兵営一泊記 新井記者…80

街頭滿語 剛白龍…132

好もしい傾向・いやな傾向 十數氏…76

僕の敬慕するスポーツマン 數氏…72

北兵の名物女 寒金花 秀木公…6
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大頭目周太平の首實檢 Ｓ大尉…68

新京畫信 池邊�李…4

鐵道總局便り…128

滿鐵便り 石敢當…117

新滿洲新話題…118

敵ダンの皮肉 東野★★★兵…28

故後宮少尉の遺書…36

身邊雜記 城島舟禮…151

あたまをかくペイジ

吉林・撫順・奉天・鞍山・大連…97

都市だより

新京・奉天・鞍山・吉林…120

くさめをするペイジ

奉天・吉林・撫順・鞍山・大連…97

はるぴんの椿姫 庄司通惟…134
奥付

昭和12年２月１日印刷

昭和12年２月10日発行

編輯人 岩根正雄 撫順東八條通47番地

発行人 城島徳壽 撫順東八條通47番地

印刷人 山田浩通 大連市近江町91番地

印刷所 東亞印刷株式会社 大連市近江町91番地

発行所 月刊満洲社 撫順東八條通47番地

本社 撫順東八條通

中央事務所 奉天商埠地

御講読お申込みは､ 甚だ乍勝手前金に願ひたし｡

一ケ年分金四圓二十銭 一部三十銭なるも､ 新年・春季・創刊記念

の三特輯號が五十銭宛なれば｡

月刊滿洲 第10卷第７號 ８月号 (昭和12年８月)

創刊九周年記念特輯

－日本版－

漫然渡滿者への警告 猪苗代奉天署長…179

[滿洲手引]國都土地拂下要項…188

滿洲礦礦會社を語る 河本理事長…184

滿洲看板百態 山澤・石原…182

歴代滿鐵總裁逸話集…190

敵彈の皮肉 水島上等兵…192

特輯グラフ

Ａ 祕境蒙古の夏祭 (アート)

Ｂ 北支事變特輯 (グラビア)

Ｃ 月刊グラフ (別刷)

敵を前にして花を育てる 山名正二…78

日語漫談 稻川朝二路…59

滿洲に於ける日本人の生活序説 加藤新吉…118

滿洲移民の現状 一記者…42

[豆月旦]甘粕正彦 Ｋ・Ｘ・Ｔ…69

入滿者心得帖 周宇隴…62

滿洲隨話 石敢當…34

世界一の撫順炭礦露天掘 宮本愼平…98

漠河探金物語 小保方利夫…70

滿洲で土地を買ふなら 本社特輯…112

滿洲の狩獵とゲーム 金田詮造…82

北平 『王化一』 事件 秀木公…48

滿洲名士漫畫いたづら 佐久間晃…38

新京畫信 池邊�李…118

南北滿洲野球決勝戰漫畫點描 あきら生…176

原稿募集…卷末

次號豫告…47

準戰時體制下の大連繁昌記 四方太久…154

放送漫談・夏の夜話 道滿謹吾…120

撫順の思ひ出 山崎元幹…106

支那媚藥考 寺田醫學博士…90

滿洲漂流綺談 庄司通惟…134

滿洲の動物・フンコロガシ 山本正…95

世界無比の建國大學々制と學生募集…144

滿洲の軍用犬を語る會…130

東京事務所雜信 (満洲はイヤがられている？)

竹中英太郎…140

あたまをかくペイジ・くさめをするペイジ…163

月刊滿洲と城島君 審雨生…111

身邊雜記 城島舟禮…152

－滿洲版－

ナンセンス一問一答 數氏執筆…188

彩票漫談 天野光太郎…194

野球選手の好敵手を語る 數氏執筆…210

[ナンセンス實話]三等寝臺 太田二三…214

滿洲映畫協會に何を望むか 木下謙三…208

白衣の天使に聽く座談會…202

街頭滿語 剛白龍…198

縣參事官の辯 一歩樓主人…200

遼寧省図書館所蔵雑誌には ｢日本版｣ の綴じ込みはない｡ 該当の箇所

は満洲地域の広告 (p179-187) である｡ そのあとのp188から ｢満洲版｣

の内容となっている｡ －岡村注

奥付

第十巻七号 八月号

昭和12年８月１日印刷

昭和12年８月10日発行

編輯人 岩根正雄 撫順東八條通47番地

発行人 城島徳壽 撫順東八條通47番地

印刷人 新井確正 東京市牛込区榎町七丁目

印刷所 大日本印刷株式会社榎町工場 東京市牛込区榎町七丁目

発行所 月刊満洲社 撫順東八條通47番地

定価 一部金三十五銭 (普通号) 三月分 金一圓五銭 (特別号を

含まず) 半年分 金二圓二十銭 (特別号を含む) 一年分 四圓三十

銭 (特別号を含む)

○雑誌講読申込みは本社又は東京事務所宛前金で願ひます｡

○御送金の方法は振替貯金が最も安全で､ 途中紛失の心配もありま

せん｡
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○郵券代用は必ず一割増に願ひます｡

○御送金の節は雑誌及び號数を明記して下さい｡

○前金が盡きれば､ 封皮に ｢前金切｣ の印を押して発送しますから､

直ちに御送金を願ひます｡

○特別號は新年・四月・八月の三回定期発行､ 一部定價金五十銭｡

本社 月刊満洲社 撫順東八條通四七

内地発売元 月刊満洲社東京事務所 東京市四谷区坂町六三

広告 掲載御希望の方は本社又は東京事務所へ御一報次第本社員参

上致します｡

定價 本號に限り 五十銭宛

月刊滿洲 第10卷第８號 10月號 (昭和12年10月)

支那事変特輯

滿洲に於ける採金事業 岸採金企畫部長…126

日滿紙幣交換の栞…64

放送漫談 道滿謹吾…38

街頭滿語 剛白龍…166

新滿洲新話題…27

日向葵 (俳句) 大山中里…124

身邊雜記 城島舟禮…149

原稿募集…176

支那事變と滿洲國の動き 稻村中佐…10

日本人日本人を知れ 金子定一…2

北支事變の転禍爲福 林公彦…5

入滿者心得帖 周宇隴…30

滿洲隨話 石敢當…76

滿洲街頭風景 庄司通惟…14

日語滿談 稻川朝二路…110

北支に於ける皇軍の活躍 柳田編輯長…20

北平籠城夜話 ＴＹ生…40

北支から還つた滿鐵社員に聽く座談會…142

北支漫畫挺身行 佐久間特派員…168

トルコの媚藥 寺田醫學博士…58

禿に毛を生やす法 皮膚科醫長數氏…98

滿洲名士ゴシツプ集…81

花柳・ネオン街ゴシツプ集…81

滿洲名士漫畫いたづら 佐久間晃…8

彼女は何と答へるでせう 各地人氣藝者・女給ダンサー執

筆…73

野球 好適手を語る 各地花形選手執筆…54

滿洲移住協會の事業とその活動 佐々木生…152

西尾日滿婦人會長と語る 一記者…157

北滿移民千振郷誕生記 合志光…114

石油時代に躍る怪滿人 佐々木文哉…102

嘘はいふまい 秀木公…66

支那女巷談 守安新三郎…128

續・哈爾濱學第一課 小出一郎…160

支那を拾ふ ＸＸＸ…132

副頭目の案内で危險地帶を突破した話 葉室・早生…136
奥付

第十巻八号 十月号

昭和12年10月１日印刷

昭和12年10月10日発行

編輯人 岩根正雄 撫順東八條通47番地

発行人 城島徳壽 撫順東八條通47番地

印刷人 吾妻力松 大連市東公園町三一番地

印刷所 満洲日日新聞社印刷所 大連市東公園町三一番地

発行所 月刊満洲社 撫順東八條通47番地

定価 一部金三十五銭 (普通号) 三月分 金一圓五銭 (特別号を

含まず) 半年分 金二圓二十銭 (特別号を含む) 一年分 四圓三十

銭 (特別号を含む)

○雑誌講読申込みは本社又は東京事務所宛前金で願ひます｡

○御送金の方法は振替貯金が最も安全で､ 途中紛失の心配もありま

せん｡

○郵券代用は必ず一割増に願ひます｡

○御送金の節は雑誌及び號数を明記して下さい｡

○前金が盡きれば､ 封皮に ｢前金切｣ の印を押して発送しますから､

直ちに御送金を願ひます｡

○特別號は新年・四月・八月の三回定期発行､ 一部定價金五十銭｡

本社 月刊満洲社 撫順東八條通四七

月刊満洲社東京事務所 東京市四谷区坂町六三

広告 掲載御希望の方は本社又は東京事務所へ御一報次第本社員参

上致します｡

定價 三十五銭 送料内地壱銭半・外国弐拾銭

月刊滿洲 第10卷第９號 11月號 (昭和12年10月)
(ママ､ 11月か？)

表紙 池邊�李

口繪

蒙古美人 冬は熱海へ 長城線の朝明け 協和會全國聨

合協議會 熙内府大臣の母堂

果して 『西は西､ 東は東』 か 金子定一…4

入滿者心得帖 周宇隴…16

滿洲隨話 石敢當…44

文字革命 松川平八…2

滿洲帝國協和會全國合聨協議會を觀る…60

日本人の認識不足を爆撃する 滿洲野人…81

奉天萬華鏡 庄司通惟…28

滿洲切って腕利き刑事團康徳新撰組に聽く…108

滿洲拓植会社とは如何なるものか 松隈總務部長…92

滿洲映画協會は何を今製作してゐるのか

龜谷製作課長…84

アラビヤの媚藥 寺田滿大�授…86

醫事愚問賢答 果して慢性淋病は根治するか…36

山岸良治・中島岩雄・寺井武・鈴木修一・岩切友志・村

山實

在奉天獨逸領事と語る 柳田編輯長…100

獨居漫筆・妻來たる 甲野丙助…34

人情大臣張渙相 一記者…42

名士漫畫いたづら 佐久間晃…13

少年移民の生活 和田進…10

新京ランデブー案内 三鷹樹高…98
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北滿移民畫報…90

滿人タイピスト孃に聽く 一記者…104

葉書囘答 僕の兵役關係…52

富田勇太郎・金子定一・前田�寛・土肥�・金田詮造・

馬場彰・小柳津正造・中島亀吉・佐原憲次・朝比奈�光・

八木聞一・倉橋彦泰・西川總一・道滿謹吾・杉山俊郎・

門野昌二・中溝新一・向井義勝・大里甚三郎・諸岡鹿四

郎・梅本正倫・瀬戸辰五郎・肥田耕三・山岡信夫・南家

碩次・下津春五郎・松岡一郎・市川健吉・平田驥一郎・

長谷川九七・伊藤角太・濱田陽皃・岡新六・増田増太郎・

石橋米一

シベリア出兵當時より國境�河に踏み止り現に滿人の妻と

して平和な生活を送つて居る三人の日本婦人に聽く坐談會

…23

支那小説 翡翠の指輪 秀木公…124

街頭滿語 剛白龍…122

身邊雜記 城島舟禮…133

副頭目の案内で危険地域を突破した話 葉室早生…94

名士 人氣者・ネオン花街ゴシツプ集

あたまをかくペイジ…65

くさめをかくペイジ…65

社員名簿 (10月１日現在)

城島舟禮

月刊満洲 柳田友郷・平井武・佐久間晃・東野潤・堂浦

健之助・牧野一光

コドモ満洲 小村貴利

明明 趙夢園・陳松齢

東京在住 新井確正
奥付

第十巻第九号 十一月号

昭和12年10月１日印刷 (ママ｡ 11月の誤植か？)

昭和12年10月10日発行 (ママ｡ 11月の誤植か？)

編輯人 岩根正雄 撫順東八條通47番地

発行人 城島徳壽 撫順東八條通47番地

印刷人 吾妻力松 大連市東公園町三一番地

印刷所 満洲日日新聞社印刷所 大連市東公園町三一番地

発行所 月刊満洲社 撫順東八條通47番地

定価 一部金三十五銭 (普通号) 三月分 金一圓五銭 (特別号を

含まず) 半年分 金二圓二十銭 (特別号を含む) 一年分 四圓三十

銭 (特別号を含む)

○雑誌講読申込みは本社又は東京事務所宛前金で願ひます｡

○御送金の方法は振替貯金が最も安全で､ 途中紛失の心配もありま

せん｡

○郵券代用は必ず一割増に願ひます｡

○御送金の節は雑誌及び號数を明記して下さい｡

○前金が盡きれば､ 封皮に ｢前金切｣ の印を押して発送しますから､

直ちに御送金を願ひます｡

○特別號は新年・四月・八月の三回定期発行､ 一部定價金五十銭｡

本社 月刊満洲社 撫順東八條通四七

月刊満洲社東京事務所 東京市淀橋区柏木一ノ四七

広告 掲載御希望の方は本社又は東京事務所へ御一報次第本社員参

上致します｡

定價 三十五銭 送料内地壱銭半・外国弐拾銭

月刊滿洲 第10卷第10號 12月號 (昭和12年12月)

表紙 池邊�李

グラフ

△滿洲映畫のスターの卵 △砲聲をきく大同の石佛 △

治外法權撤廃調印後の乾盃 △明朗北支 △北滿移民の

生活 △陣中兵士のどぢよう掬ひ

入滿者心得帖 周宇隴…40

滿洲隨話 石敢當…88

察哈爾作戰の歌 石敢當…2

信念を以て濟度せよ 柴野少佐…6

ヂヤナリズムよ､ なぜ滿洲の皇軍を書かぬ 庄司通惟…87

上海の混血児 宇安利一郎…12

民族博物館の重要性 白野九十九…80

治外法權撤廃は日本人にどう影響するか 嘉村滿雄…60

文字革命 松川平八…19

ホルモン治療の體驗 末吉彌吉博士・森元吉造博士・原正

平博士・齋藤護邦博士…48

滿洲名士漫畫いたづら 佐久間晃…57

新京生活三箇年 月岡太郎…124

小さな民族會議 日・滿中學生の坐談會…68

馬賊百話 藤田菱花…128

察哈爾節 本社選…66

滿洲土建界雜筆 ＸＹＺ…142

葉書囘答 僕の兵役關係…154

井上乙彦・松本豊三・富岡洋一・白濱晴澄・伊藤�・渡

邊猪之助・三上安美・香取眞策・内野正夫・市瀬高・能

登博・西村實造・小袋半藏・棟久藏・宮部信貞

隨筆・秋のこころ 田村光子…22

滿洲映畫俳優採用試驗漫談 坪井與…39

滿洲骨董常識 悦古堂主人…114

防寒毛皮常識 米良晃…26

身邊雜記 城島舟禮…157

滿洲馬術大會記 馬術協會員…134

滿洲の世相を語る坐談會…144

支那小説・馮燕の話 秀木公…118

サラリーマンとハルビン 槇三郎…32

續哈爾濱學第二課 小出一郎…136

あたまをかくペイジ…103

くさめをするペイジ…97
奥付

第十巻十号十二月号

昭和12年12月１日印刷

昭和12年12月10日発行

編輯人 岩根正雄 撫順東八條通47番地

発行人 城島徳壽 撫順東八條通47番地

印刷人 吾妻力松 大連市東公園町三一番地

印刷所 満洲日日新聞社印刷所 大連市東公園町三一番地
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発行所 月刊満洲社 撫順東八條通47番地

定価 一部金三十五銭 (普通号) 三月分 金一圓五銭 (特別号を

含まず) 半年分 金二圓二十銭 (特別号を含む) 一年分 四圓三十

銭 (特別号を含む)

○雑誌講読申込みは本社又は東京事務所宛前金で願ひます｡

○御送金の方法は振替貯金が最も安全で､ 途中紛失の心配もありま

せん｡

○郵券代用は必ず一割増に願ひます｡

○御送金の節は雑誌及び號数を明記して下さい｡

○前金が盡きれば､ 封皮に ｢前金切｣ の印を押して発送しますから､

直ちに御送金を願ひます｡

○特別號は新年・四月・八月の三回定期発行､ 一部定價金五十銭｡

営業部 月刊満洲社 満洲撫順東八條通四七

編輯部 月刊満洲社 新京崇智胡同六〇一

広告 掲載御希望の方は本社又は東京事務所へ御一報次第本社員参

上致します｡

定價 三十五銭 送料内地壱銭半・外国弐拾銭

月刊滿洲 第11卷第１號 新年號 (昭和13年１月)

グラフ

◇海上戰線で名譽の戰死を遂げた移民の父東宮中佐

◇支那正月風景 ◇北滿移民の生活 ◇滿洲映畫のスター

の卵 ◇スキー場 ◇高脚踊り

新春漫畫 佐久間晃…166

滿洲名士漫画いたづら 佐久間晃…7

大陸に對する日本の眞精神 東條參謀長…2

頭聨自由詩 内ヶ崎文部次官…131

日・鮮・滿 漫畫家の觀た共産車の末路…168

日本文化圏の擴大 金子定一少將…18

時局と滿洲移民 稻垣征夫…54

小國民に小國旗を 眞殿星磨…56

入滿者心得帳 周宇隴…44

北支戰線の歌 八木沼丈夫…16

僕のニツクネーム 加藤新吉・白濱晴澄・三浦義臣・大

里甚三郎・木越部隊長・富田洋一・松本豊三・三上安美・

金子少將・馬場彰・上村哲彌・下津春五郎・山崎元幹・

伊藤清・中溝新一・南家嶺次・前島呉一・秋田豊作・松

岡一郎・三品大尉・杉山俊郎・中澤不二雄・稻村中佐・

山岡信夫…140

僕の觀た滿・支人の特性 稻川朝二路…132

菊と蘭 末松眞次…28

印度の媚藥 山崎元幹…34

讀書漫語 山崎元幹…119

初雪によせて 田村光子…64

移民出身地東北旅行記 柳田特派員…90

支那骨董常識 悦古堂主人…46

防寒毛皮常識 米良晃…50

親ばか日記 庄司通惟…172

松井君の追憶 瀧澤俊亮…164

秀木公・松井秀吉君を憶ふ 山名正二…162

滿洲隨話 石敢當…80

國都新京に博物館設立の可否…42

満鮮拓殖会社顧問 陸軍少将金子定一 弘報協会理事 三

浦清臣 満日文化協会主事 杉村勇造 旅順博物館長 今

井順吉 龍江省次長 神尾弌春 奉天満洲医科大学教授

黒田源治 大連市役所社会課 中溝新一 新京観光協会

主事 細川虎太郎 奉天満洲医科大学教授 山下泰蔵 満

洲日日新聞社社長 村田懿麿 満洲映画協会常務取締役

林顕蔵 満洲事情案所主事 奥村義信 満鉄大連図書館

長 柿沼介 ら十數氏執筆

亞細亞復興の歌懸賞募集…138

あたまをかくペイジ くさめをするペイジ…97

滿洲映畫女優に訊く座談會…122

滿洲の世相を語る座談會…157

ある女給の話 花畑京作…114

第四性病を恐れよ…70

山岸博士・杉本博士・若竹博士・堀江博士・高斌學士・

寺井博士

街の圓塔 (新京都市便り) …170

身邊雜記 城島舟禮…183

馬賊自話 藤田菱花…144
奥付

第十一巻一号 一月号

昭和13年１月１日印刷

昭和13年１月10日発行

編輯人 岩根正雄 撫順東八條通47番地

発行人 城島徳壽 撫順東八條通47番地

印刷人 吾妻力松 大連市東公園町三一番地

印刷所 満洲日日新聞社印刷所 大連市東公園町三一番地

発行所 月刊満洲社 撫順東八條通47番地

定価 一部金三十五銭 (普通号) 三月分 金一圓五銭 (特別号を

含まず) 半年分 金二圓二十銭 (特別号を含む) 一年分 四圓三十

銭 (特別号を含む)

○雑誌講読申込みは本社又は東京事務所宛前金で願ひます｡

○御送金の方法は振替貯金が最も安全で､ 途中紛失の心配もありま

せん｡

○郵券代用は必ず一割増に願ひます｡

○御送金の節は雑誌及び號数を明記して下さい｡

○前金が盡きれば､ 封皮に ｢前金切｣ の印を押して発送しますから､

直ちに御送金を願ひます｡

○特別號は新年・四月・八月の三回定期発行､ 一部定價金五十銭｡

営業部 月刊満洲社 満洲撫順東八條通四七

編輯部 月刊満洲社 新京崇智胡同六〇一

大売捌店 日本 東京堂・北隆館・東海堂・大東堂

満洲 奉天大阪屋號卸部

本號に限り 定價 五十銭 送料内地壱銭半・外国弐拾銭

月刊滿洲 第11卷第３號 ３月號 (康徳５年３月)

グラフ

滿悦 (もんぺ姿の若き母)・北滿移民の夜のひと時・移

民の卵・建國を囘顧する・建國六年の春・勇士の御遺骨

にぬかづく・ある日の討匪行・張河口の原野・新京中銀
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クラブ・『スター誕生』 の一場面・ルーフに立ちて

大陸策源地としての朝鮮の片影 金子少將…26

粛親王の大達見 天野光太郎…4

滿洲名士漫画いたづら 本社漫画部…20

金の心臓 (田中中銀總裁一問一答) 一記者…124

滿洲の三名鳥 金田詮造…44

滿洲五百萬移民事業の展望 都甲謙介…74

支那軍はなぜ敗けたか 坂井實廣…34

共産軍閥の頭領朱徳の横顔 林君彦…36

北京から滿洲國を望んで 明那勇造…120

移民地に拾ふ 山田健二…132

移民の父故東宮中佐を語る 坪井與…114

江南の泥濘に酒を注ぐ 廣澤久雄…112

山海關の家と角山 (繪と文) 池邊�李…58

滿洲婦人界の推進力東條・星野兩夫人 一記者…88

砲烟と人情 庄司通惟…12

街の圓塔 (新京都市便り) …126

郷土色を満喫した僕の魚槽 河村宗嗣…84

太監・了頭・阿片�者 飯賀賢太郎…92

滿人にも佐倉宗五郎あり 如水生…104

太原より 谷萩中佐…150

奉天を中心とするランデブー案内記 佐久間晃…98

大同劇團第三部結成記念公演を觀て 波多徹…39

滿洲全景氣物語 金川呼�吉…48

誌上皇軍慰問袋 數十氏執筆…66

特輯・春の魁 (漫画) 新鋭漫畫聚團…138

日本を紹介する印畫懸賞募集…2

毀れた翫具で献金しませう 石川長介…42

滿洲に於ける女中問題 田村光子…128

滿洲放送局への希望 十數氏執筆…134

寺田滿洲醫大�授に強精剤を訊く…54

日滿親善は國民相互の日常生活から 道滿王洲…62

身邊雜記 城島舟禮…147

五馬路の女 豊澤松右衞門…140

旅で逢つた女 木南人…145

あたまをかくペイジ…153

くさめをするペイジ…157
奥付

第十一巻第三号 三月号

康徳５年３月１日印刷

康徳５年３月10日発行

編輯人 岩根正雄 撫順東八條通47番地

発行人 城島徳壽 撫順東八條通47番地

印刷人 吾妻力松 大連市東公園町三一番地

印刷所 満洲日日新聞社印刷所 大連市東公園町三一番地

発行所 月刊満洲社 撫順東八條通47番地

定価 一部金三十五銭 (普通号) 三月分 金一圓五銭 (特別号を

含まず) 半年分 金二圓二十銭 (特別号を含む) 一年分 四圓三十

銭 (特別号を含む)

○雑誌講読申込みは本社又は東京事務所宛前金で願ひます｡

○御送金の方法は振替貯金が最も安全で､ 途中紛失の心配もありま

せん｡

○郵券代用は必ず一割増に願ひます｡

○御送金の節は雑誌及び號数を明記して下さい｡

○前金が盡きれば､ 封皮に ｢前金切｣ の印を押して発送しますから､

直ちに御送金を願ひます｡

○特別號は新年・四月・八月の三回定期発行､ 一部定價金五十銭｡

営業部 月刊満洲社 満洲撫順東八條通四七

編輯部 月刊満洲社 新京崇智胡同六〇一

広告 掲載御希望の方は本社へ御一報願ひます｡

定価 三十五銭 送料内地壱銭半・外国弐拾銭

月刊滿洲 第11卷第４號 ４月號 (康徳５年４月)

表紙 池邊�李

グラフ

春の曲線・建國記念奉祝大會・睦 (日滿婦人の交遊) ・

北陵・朱乙温泉・滿映第一囘作品“明星誕生”・レコー

ドにつどふ (北滿移民の生活) ・デパートのお休み

俗禪洞雜筆 釋瓢齋…44

内外 『非日本』 の拆状 金子少將…22

滿洲映畫當面の諸問題 林君彦…134

婦人よ傳統を顧みつゝ躍進せよ 田村光子…106

その夜の石原少將 (故東宮大佐を語る) Ｈ・Ｓ生…66

月刊滿洲社 月次座談會 滿洲吏道心得帳…70

滿系記者の日系知名士訪問記 陳松齢…32

閭山にて (繪及び文) 池邊�李…142

成吉思汗は義經か 下村�治郎…164

滿洲五百萬移民事業の展望 都甲謙介…56

滿洲移民草創の或る挿話 山田武彦…150

日本を紹介する印畫懸賞大募集…2

支那宿に泊つた話 山田健二…144

事變と阿片と上海・香港 坂井實廣…50

滿洲生活報告書 峯川恒夫…16

愛讀者のお便り 數氏…132

滿洲名士漫画いたづら 佐久間晃…37

滿洲の少女 泉掬子…4

解剖室の窓から 櫻木順…186

東滿燕旅の赤錢覺旅え書 那三蔵…154

鯰料理 山口溪葉…49

月刊滿洲社トロフイ爭奪川柳大募集…90

あたまをかくペイジ…97

街の圓塔 (新京都市便り) Ｈ・Ｍ生…54

奉天の鋪道 (奉天都市便り) Ｍ・Ｔ生…116

大連の明暗 (大連便り) 長人子…174

北滿移民住宅設計私案 中田武…92

實話ミス扎欄屯 豊澤松右衞門…178

名將片影素描 天野光太郎…126

日本人鏖殺人事件 香音皃…160

戰勝の春 (漫画) 新鋭漫画聚團…100

身邊雜記 城島舟禮…190

滿洲除隊兵の土産物に就て 米良晃…122

― 150 ―



月刊滿洲 第12卷第１號 １月號 (康徳６年１月)

口絵

張家口の蒙古少女 地図を案ずる関東軍首脳部 北満林

業移民 青少年義勇軍の正月 北支の駅売り 新京の正

月 国務総理張景恵閣下

年頭の辞 関東軍参謀長陸軍中将 磯谷康介

随筆

冨田勇太郎 阪田實 平田勲 山崎元幹 石田吟松ら

アルバラシン戦争 吉田金一…18

移民地拝見記 山名正二…34

大陸に還る 南胡生…58

新東亜誕生の春を迎ふ 関東軍報道班長 陸軍歩兵大佐

小林隆…62

満洲国に於ける医療施設 民生部次長宮澤惟重…64

国権と澤庵 医学博士 山下泰蔵…73

王克敏とはどんな人物か 在北京 KM生…76

希望に燃る移民地の教育 座談会…84

善悪の標準は変遷する 撫順炭礦長 満鉄理事久保孚

聖夜感激 下茂芳夫…112

一味樓雑記 石敢當…8

朝鮮及び朝鮮人問題の為めに 陸軍少将 金子定一

北京を兵火より救った人々 上 木戸光彦…156

都市の横顔 新京と大連 白雲山人…183

蒙古民族再生の途 興安局総裁秘書官 哈豊阿…196

私の人生観 建国大学学生 李樹嘉…200

在満鮮農の全貌 高見成…204

新民会とは如何なるものか 中央指導部 下村進郎 …217

毛皮心得帖 岡田三平…234

滿鮮國境警備の歌 有元武�…134

建國の元勲に聽く2 国務総理張景恵閣下 藤田記者…104

于�山従軍当時の思ひ出 堀内一雄…70

北支に於ける滿洲關係の人々 木部三太…150

移民地の子守唄 櫻木一良…194

ある入營者の手記 桑野壽助…53

滿鐵社員の留守宅を守る人達 八木あき…100

滿洲土俗秘傳集 甲野丙助…73

滿洲國の展望と治安肅正に就て 園部少校…176

女の價値を考へる 田村光子…66

本を盗まれた話 上 衞藤利夫…186

滿洲文學そぞろ言 工�定…237

ソヴィエート・ロシヤ講座 中平亮…166

二重生活者の手記 天野光太郎…30

旅順口秘話 庄司通惟…120

課長に貰った犬 木南人…123

ス・フはうれしや 南城やす子…126

くさめをするペイジ…209

五分漫談 大津敏雄外二氏…311

協和會中央本部の中堅どころ 百道昌史…190

掘出し物をした話 �田醫博外二氏…162

身邊雜記 城島舟禮…240

露�戰爭アルバジン戰爭 吉田金一…18

蒙古の志士ヤポネ・ダンザン 伊藤晃…128

共産軍の監禁から脱走した話 稻木祐…220

附録 滿鐵・國線及び北支列車時刻表
奥付

第十二巻第一号 一月号

康徳６年１月１日印刷

康徳６年１月10日発行

編輯人 岩根正雄 撫順東八條通47番地

発行人 城島徳壽 撫順東八條通47番地

印刷人 板垣貞夫 新京中央通四四番地

印刷所 満洲新聞社印刷所 新京中央通四四番地

発行所 月刊満洲社 撫順東八條通47番地

定価 一部金四〇銭 (普通号) 半年分 金二圓半 (特別号を含む)

一年分 五圓 (特別号を含む)

本社 新京特別市崇智胡同六〇一

営業部 撫順市東八條通四七

大取次 大阪屋號満洲卸部 東京堂 大東館 東海堂 北隆館

売捌 満洲・日本全国各書店

本號に限り定価五十銭 送料三銭・外国弐拾銭

月刊滿洲 第12卷第２號 ２月號 (康徳６年２月)

移民特輯號

口繪・隨筆

△熱河及び錦縣の獅子像五題 △移民の住宅風景 スン

ガリーの河橇 東邊道討匪行 △遣歐使節團一行 忠靈塔

參拜

佛前へ手向けの國歌 軍醫部長・齋藤干城…10

臆病者の手記 滿洲電業理事 石橋米一…11

双葉山 中央銀行理事 阿部晋…13

移り來て 滿鐵資料課長 松本豐三…14

自然の含蓄 東邊道理事長 中島龜吉…15

遺品の齒 總務廰弘報処 鮮干享筍…16�年女子に望む 島田道隆…4

十年前の廣東 高山謙介…38

東辺道討伐従軍記者坐談会…26

蘇聯東洋赤化大陰謀 藤田記者…102

日本文化博物館を造れ 庄司通惟…80

在滿鮮農の全貌 高見成…134

開拓總局を語る 南俊一…84

聖夜の反省 原太新郎…2

日忘録 南文吾…152

特輯記事

畫家の視た移民地 池邊�李…74

移民兒童�育に就て 前波仲尾…70

移民地拜見記 山名正二…46

遺書が取り持つ縁 末吉二郎…76

拓士風景 (歌) 藤生好夫…160

巴布札布將軍とその墓 默齋…142

國都月觀…36

掘り出し物をした話 岡田三平…158

日滿いろは辭典 石垣紺平…137

― 151 ―



ソヴィエートロシヤ講座 中平亮…162

維新談義 寺田喜治郎…18

野人哲學 平島敏夫…131

汪兆銘のワンカツト 五百木元…121

北京雜感 芳賀千代太…43

撫順炭礦王國を訪ねて 岡田文枝…146

漢藥夜話 伊藤亮一…91

すてつきものがたり 木南人…138

寒暖計で身長を計つた話 多田弘嘉…140

自叙傳の一節 眞殿星磨…172

都市の横顔新京と大連・結 白雲山人…110

その頃を語る 猪子一到…126

くさめをするペイジ…113

前線の寫眞に寄せて (短歌) 城所英一…171

北京を兵火より救つた人々 木戸光彦…128

電報に惱む 三好今朝吉…79

月刊滿洲川柳コンクール入選發表…155

一味樓雜筆 石敢當…94

婦人の職場に聽く 一記者…176

身邊雜記 城島舟禮…191

實話小説

ゆく水 橘香保代…178
奥付

第十二巻二号 二月号

康徳６年２月１日印刷

康徳６年２月10日発行

編輯人 岩根正雄 撫順東八條通47番地

発行人 城島徳壽 撫順東八條通47番地

印刷人 板垣貞夫 新京中央通四四番地

印刷所 満洲新聞社印刷所 新京中央通四四番地

発行所 月刊満洲社 撫順東八條通47番地

定価 一部金四〇銭 (普通号) 半年分 金二圓半 (特別号を含む)

一年分 五圓 (特別号を含む)

本社 新京特別市崇智胡同六〇一

営業部 撫順市東八條通四七

大取次 大阪屋號満洲卸部 東京堂 大東館 東海堂 北隆館

売捌 満洲・日本全国各書店

定価四十銭 送料三銭・外国弐拾銭

月刊滿洲 第12卷第３號 (康徳６年３月)

グラフと隨筆

早春の大同公園・皇帝陛下と吉岡大佐の蘭の繪・溥儀執

政をお圍みして・滿洲事變當時の關東軍幕僚・北京の娘

ダツチ・ワイフ 山口海旋風…12

丘の一本松 林顕蔵…15

萬歳!海南島占領 林君彦…13

景ならぬ景 關弘…14

兒玉將軍の温顔 淡岡六郎…16

春を待つ 三池亥佐夫…17

實業中学案 寺田喜治郎…65

新機運の待望とその餘談 金子定一…19

軍工事と勞力問題 正木中佐…92

滿洲は田舎か 田村敏雄…4

滿洲の傳宣に就て 松本豊三…81

日本婦人と民族協和 谷次享…52

銃後國民の覺悟 下茂芳夫…138

河本大作氏に建國當時を聽く 永島記者…28

建國の元勲于�山將軍を語る 藤田記者…118

あの頃の慰問行 矢澤邦彦…114

日忘録 南文吾…94

故東宮大佐に�へられる 和田進…84

馬術の名人遊佐少將 登張竹風…58

滿洲名士芳墨集 富田・藤山…112

國都月觀 26

山西での感激 下津春五郎…36�龍江に來た最初の露西亞人 吉田金一…128

本を盗まれた話・下 衞藤利夫…75

ソヴィエートロシヤ講座 中平亮…154

國旗・國歌・萬歳 ＸＹ…137

山の挨拶 藤生好夫…72

政治工作秘話 臥龍山人…42

在滿鮮農の全貌 高見成…78

移民地の子守唄 三界實義作曲…18

漢藥夜話 伊藤亮一…55

奉天城壁挽歌 天野光太郎…140

日滿いろは辭典 石垣紺平…35

滿洲生れの娘 池上等…34

建國當初の鑛政囘顧録 赤瀬川安彦…98

繪と文 池邊�李…46

吉岡安直大佐とネクタイ 岡田記者…202

戰争成金豪遊傳 守安新二郎…125

一味樓雜筆 石敢當…106

支那通・日本通 黄子明…164

奉天ア・ラ・カルト…205

少年拓士の喜び 島村山際…38

支那通座談會 満日文化協会 杉村勇造・尚書府秘書官岡

本武徳・本社側から鹿島記者・城島…147

母ちやんの髪 田村光子…180

滿腹談義 多田弘嘉…90

わが甕の記 庄司通惟…184

露西亞語悲喜劇 小川三太…86

月刊滿洲川柳コンクール入選發表…208

身邊雜記 城島舟禮…191

くさめをするペイジ…193

實話小説 ゆく水 橘香保代…184
奥付

第十二巻第三号 三月号

康徳6年３月１日印刷

康徳6年３月10日発行

編輯人 岩根正雄 撫順東八條通47番地

発行人 城島徳壽 撫順東八條通47番地

印刷人 板垣貞夫 新京中央通四四番地
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印刷所 満洲新聞社印刷所 新京中央通四四番地

発行所 月刊満洲社 撫順東八條通47番地

定価 一部金四〇銭 (普通号) 半年分 金二圓半 (特別号を含む)

一年分 五圓 (特別号を含む)

本社 新京特別市崇智胡同六〇一

営業部 撫順市東八條通四七

大取次 大阪屋號満洲卸部 東京堂 大東館 東海堂 北隆館

売捌 満洲・日本全国各書店

定価四十銭 送料三銭・外国弐拾銭

月刊滿洲 第12卷第４號 (康徳６年４月)

グラフと隨筆

春の甍・大連の櫻・春を拓く・撫順炭礦露天風掘・滿洲

文化の誇・北京美人二題・支那劇場

仕事と死 滿鐵總裁 大村卓一…2

乞食のお産 醫學博士 齋藤護邦…2

人生は歩む 興銀理事 高橋武夫…3

亞細亞を跨ぐ 滿拓理事 中村孝二郎…4

筆虎喰ふ話 滿鐵弘報課長 松本豐三…6

乗馬閑談 陸軍少將 遊佐幸平…7

リードするといふこと 陸軍少將・平林盛人…101

滿洲と日本人 關東報道班 松村潤之助…13

滿洲事變秘史 長春健兒團の活躍 眞殿星磨…20

家 (住宅問題を難ず) 丁々子…8

實業�育に望む 奉天二中校長 堀越喜博…66

戰ひの後に來るもの 理學博士 鈴木梅太郎…17

滿人化する 文化協會主事 杉村丁甫…57

干柿と戰車 小林上等兵…160

建國當初の鑛政囘顧録 採金會社理事 瀬川安彦…86

協和墓地を造れ 白雲道人…190

草ケ谷鐵道總局人事課長に聽く 西郷晋二…84

大陸民心の把握と日本の反省 陸軍少將金子定一…32

今後の滿洲住宅 藤井定…156

小住宅を語る 滿拓建築課長 中田武…158

一味樓雜筆 石敢當…138

滿洲の一�年土民として 鐵道司長・向野元生…119

軍國の父と母 長谷川兼太郎…110

南嶺お出でよ (俗謠) 小林一等兵…212

はんべんごろう綺談 民生部審編官寺田喜治郎…192

滿支人相手の商賣心得帳 藤田勘一…217

繪と文 池邊�李…30

日忘録 (試驗・支那料理) 南文吾…143

滿洲名士芳墨集 大村・登張・遊佐…112

日本語と支那料理 �育司長 田村敏雄…90

滿洲外交秘録斷片 國通編輯局次長 瀬沼三郎…122

野人哲學 滿鐵理事 平島敏夫…172

初老漫筆 天野光太郎…175

生活雜筆 田村光子…104

リウィエート・ロシヤ講座 中平亮…202

滿洲百貨店閑談 木南人…61

日滿いろは辭典 石垣紺平…137

新京女性の北京葉書便り 山本瞳…168

政治工作秘話 臥龍山人…46

開拓民の夢 樫村光三…78

西武健康法と私の健康 弘報協会業務課長 佐藤武雄…72

代用品雜感 特許局總務科長 藤塚林平…224

代用品尚ほ遠し 一店員…226

話せる人とはどんな人か 葉書回答…130

冶遊須知を讀む 秋月良…40

北支鐵道沿線案内を讀む 陳鈍也…43

僕の手帳から 嫩江生…180

新聞の誤譯誤植 滿日編輯局 淵村兵庫…114

漢藥夜話 醫學博士 伊藤亮一…200�河の苦力と賭博 四本龍二…98

河蟹渡洋談義 木馬一夫…210

くさめをするペイジ…241

哈爾濱だより 富杏城…76

奉天だより Ｋ・Ｋ・Ｋ…77

｢電報に惱む｣ に答へて 電信課長 鈴木喜之助…71

徳島秋澪の手口 庄司通惟…182

身邊雜記 城島舟禮…214

月刊滿洲川柳コンクール 井口呑湖選…189

創作ゆく水 橘香保代…228
奥付

第十二巻第四号 四月号

康徳６年４月１日印刷

康徳６年４月10日発行

編輯人 岩根正雄 新京特別市崇智胡同六〇一

発行人 城島徳壽 新京特別市崇智胡同六〇一

印刷人 鍋田覚治 奉天市大和区協和街四段

印刷所 満日奉天印刷所 奉天市大和区協和街四段

発行所 月刊満洲社新京特別市崇智胡同六〇一

定価 一部金五〇銭 半年分 金三圓 一年分 六圓

本社 新京特別市崇智胡同六〇一

営業部 撫順市東八條通四七

總取扱 満洲日日新聞社 奉天市大和区協和街四段

大取次 満洲日日新聞社各地販売店 大阪屋號満洲卸部 東京堂

大東館 東海堂 北隆館

定価五十銭 送料三銭・外国弐拾銭

月刊滿洲 第12卷第５號 (康徳６年５月)

グラフと隨筆

△城門の朝陽 △松花江 △街頭理髪屋 △一輪車 △

古北口の部落 △吉林の女

やどや・ホテル 中銀總裁 田中鐵三郎…10

醫家隨筆 醫學博士 山口�治…12

コガネムシ/ケムシ/カマキリ 興銀理事一色信一…13

建築の下手味 房産會社 松峰豐…16

[實話]寒月下の遊行者 山口海旋風…2

日滿の歴史的使命と次の歐米大戰 陸軍少將 金子定一…94

皮相的なる日本への觀光 佐藤瞻齋…40

民族協和と芝居見物 白雲山人…42
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銃後富者の義務 大連一市民…37

日本と蒙古 軍官學校�授 福隆阿…130

一味樓雜筆 石敢當…146

筑前琵琶挺身經理部隊 中支生…127

激勵袋の種々相 長岡光仙…32

承徳離宮に殘る口紅 五十嵐牧太…112

國都月觀…30

北京千一夜物語 九思堂賦…132

政治工作秘話 臥龍山人…20

北京流用風景 石長助…156

戰線報告 (勇士の短歌抄) …18

困つた日本語 田村光子…195

東遊漫筆 石原巖徹…188

官場現形記 天野光太郎…178

或る戰没者の妹達へ 須賀文雄…109

回�徒の男女問題 錢寶芳…152

僕の手帖から 嫩江生…186

日滿いろは辭典 石垣紺平

干柿と戰車 上等兵 小林實

満洲観光の進むべき道 山田健二…46

北京邦人営業別番附…51

広東蛇料理と蛇捕りの話 劉振東…52

日蘇果して戦ふか 松村潤之助…54

若き日のボート生活の思ひ出 五十子巻三…58

人参漫筆 医学博士 寺田文次郎…66

日満いろは辞典 石垣紺平…74

英吉利朝貢使 上 本川桂川…76

試験の話 満洲特産中央会専務理事 松島鑑 88

児童映画を語る座談会 90

王道政治よこれでよいのか 国本忠彌

開拓地の満人に聴く 特派員 藤田勘一…114

満洲とスポーツ 満洲体育保健協会 書記長長島満…141

焼とり屋渡世 荘司通惟…160

｢黄河制圧｣ 執筆に当って 中島部隊志波西果…168

蒙古の春 建国大学助教授 根本龍太郎

市民講座 塵芥箱 便所清掃問題 於新京

田村耕太郎…173

酒談義 経済部専売総局技正 奥田美徳…210

徳島秋澪の幽霊を見る 金勝久…214

裏日本と満洲 衞藤利夫 (文責田村光子) …218

支那事変が生んだ新犯罪 田克生

身辺雑記 城島舟禮…228
奥付

第十二巻第五号 五月号

康徳6年５月１日印刷

康徳6年５月10日発行

編輯人 岩根正雄 新京特別市崇智胡同六〇一

発行人 城島徳壽 新京特別市崇智胡同六〇一

印刷人 鍋田覚治 奉天市大和区協和街四段

印刷所 満日奉天印刷所 奉天市大和区協和街四段

発行所 月刊満洲社新京特別市崇智胡同六〇一

定価 一部金五〇銭 半年分 金三圓 一年分 六圓

本社 新京特別市崇智胡同六〇一

営業部 撫順市東八條通四七

總取扱 満洲日日新聞社 奉天市大和区協和街四段

大取次 満洲日日新聞社各地販売店 大阪屋號満洲卸部 東京堂

大東館 東海堂 北隆館

定価五十銭 送料三銭・外国弐拾銭

月刊滿洲 第12卷第６月號 (康徳６年６月)

グラフ隨筆 興亞國民動員中央大會特輯

ゆとり 關東局監理部長 田中信良…8

ゴルフ禮讃 滿鐵副總裁 佐藤應次郎…9

協和服 滿洲映畫協會理事 根岸寛一…10

趣味の長唄 滿洲炭礦會社理事 白銘章…11

寸言二三 日滿商事取締役 米沢靖…11

國民的大業と内部の整頓 金子定一…50

國境の太守り・西門豹 山口海旋風…18�年男女諸君へ 大村卓一…130

民生先生を叩く 南胡生…13

戰と人間 高山謙介…32

電話度數制を排す 白雲山人…58

政治は藝術である 武藤富男…210

支那義兄弟の仁義 福島一郎…90

白系ロシヤ人のことども 古澤幸吉…155

ひまとたいくつ 田村敏雄…27

日・滿いろは辭典 石垣紺平…232

一味樓雜筆 石敢當…104

奉天生活裏街道 三立協…114

日忘録 (禮儀作法その他) 南文吾…110

木南代睡録 木南人…195

共産匪首に與ふ 寺田喜治郎…2

滿洲と畫人 衣川泯…94

戰線報告 (勇士の短歌集) …48

北京漫聯 石長助…158

蘇聯實情 田中總一郎…72

國都月觀…46

東邊道をどうする 山下太郎…176

宮脇中佐と寺田少佐 島田一男…120

不動産資金融通に就て 田中白茸…216

官場原形記 天野光太郎…140

呉佩孚と張作霖 野口則�…212

支那女賣買綺談 田克生…152

創作 ゆく水 橘香保代…258

哈爾濱便り…135

奉天便り…138

大連便り…137

繪と文 初夏の山 池邊�李…38

滿洲國に宣傳ありや 大道順三…188

市民講座 村川五郎…69

哈爾濱義勇隊訓練所その他 水島暢子…87

干柿と戰車 小林上等兵…218
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開拓地の滿人に聽く 藤田特派員…40

希望を唄に (開拓民に寄する) 花本詩郎…100

開拓指導者の尊き殉職 高見成…132

◎英吉利朝貢使 本山桂川…100

◎外交秘録抜萃篇 瀬沼三郎…100

愛蛙閑談 木場一夫…100

觀光滿洲の進むべき道 山田健二…100

義勇隊の少年と親 庄司通惟…100

酒談義 奥田美徳…100

一徳一心街頭打診行脚 藤田記者…64

映畫時評…99

満・支在住名士芳墨集…16､ 86

陣中将士に激勵のお言葉を戴く…150

世界第二の滿映新撮影所拜見記 甲野丙助…233

沙羅若葉讃 石原沙人…257

興亞國民動員中央大會 金子少將談…178

北支大都市の表情 中村純…62

月刊滿洲川柳コンクール 井口呑湖選…168

くさめをするペイジ…161

身邊雜記 城島舟禮…238

婦人雑誌論 田村光子編輯…198
奥付

第十二巻第六号 六月号

康徳6年６月１日印刷

康徳6年６月10日発行

編輯人 岩根正雄 新京特別市崇智胡同六〇一

発行人 城島徳壽 新京特別市崇智胡同六〇一

印刷人 鍋田覚治 奉天市大和区協和街四段

印刷所 満日奉天印刷所 奉天市大和区協和街四段

発行所 月刊満洲社新京特別市崇智胡同六〇一

定価 一部金五〇銭 半年分 金三圓 一年分 六圓

本社 新京特別市崇智胡同六〇一

営業部 撫順市東八條通四七

總取扱 満洲日日新聞社 奉天市大和区協和街四段

大取次 満洲日日新聞社各地販売店 大阪屋號満洲卸部 東京堂

大東館 東海堂 北隆館

定価五十銭 送料三銭・外国弐拾銭

月刊滿洲 第12卷第８号 (康徳６年８月)
神奈川県立図書館藏

グラフ 松花江特輯八ペイジ・満映グラフ六ペイジ

懸賞募集 ★皇軍勇士の御霊に捧げる歌…2

★皇軍勇士慰問號特輯記事…4

日本の自己過小評価と焦燥病 金子定一…96

教育家に問ふ 寺田喜治郎…140

国軍を斯く観る 磯見剛…148

思想戦体制の整備へ 柳澤捷麿…198

黄河制圧 志波西果…6

国都月観…42

皇軍勇士の御遺族より…青瀬荒逸…18

漢人か満人か 杉村丁甫…103

戦線報告 (勇士の短歌集) 和田夜詩緒外…26

一徳一心街頭打診行脚 藤田記者…167

記録文芸 南支那海旋風 本山桂川…172

白衣の勇士詠む 小川軍医中佐外…90

註文帳…緒方菊太郎…128

人間と動物との差異 田村敏雄…36

満洲鑛工技術員協会の使命と事業 吉田荒次…156

北支生活断章 江川三瓶…212

蒙古雑記 山下泰蔵…44

随筆

鴉片と酒 特産中央会専務理事 松島鑑…20

天地人 首都警察庁副総監 田村仙定…21

蚯蚓の戯言 医学博士 田中武…22

新京随想 ヤマトホテル支配人 鈴村勝利…25

塔群 (短歌) 満洲房産技術部長 荘原信…23

一味樓雜筆 石敢当…192

官場現形記に就ての覚書 山口愼一…138

旗長とサラリーマン 道爾吉…47

都市便り (奉天・大連・撫順・張家口・大同) …238

満洲名士芳墨集 山領貞二外…190

中支の旅 松崎鶴雄…50

くさめをするペイジ…215

英吉利朝貢使 本山桂川…53

特派員物語 南里順生…122

あの頃のことども 岡本武徳…202

特輯

松花江下り 天野光太郎…60

松花江スケッチ 藤山一雄…72

松花江の印象 藤山一雄…76

北満の江運を語る座談会 (於哈爾浜) …80

ソ聯の実態 田中總一郎…28

支那語通訳思出話 五百木元…84

月刊満洲川柳コンクール 青龍刀選…274

合歓花鈔 (俳句) 石原沙人…35

二十年前の奉天 三立協…92

孫傳芳被殺事件 大乗寺誠…116

倹約夫人行状記 多田弘嘉…184

｢満洲人の少女｣ を劇化する 田中總一郎…115

繪と文 池邊�李…154

月刊東亞社逸聞 荘司通惟…256

月刊満洲社創立十一周年記念出版予告…210

干柿と戦車 小林上等兵…260

開拓団長に聴く座談会 (於佳木斯) …130

北京の浅草・天橋を聴く座談会 (於北京) …106

婦人欄 田村光子編輯

時局と女性の愛情 田村光子…224

満人中流家庭一週間の献立 徐夫人…229

女性月評 西峰明子230

創作 初夏の女性 南城やす子…232

ソヴィエート・ロシヤ講座 中平亮…244

身邊雜記 城島舟禮…276
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月刊満洲 第12巻第９号 (康徳６年９月)
神奈川県立図書館藏 目次奥付欠

月刊滿洲 第12卷第10號 (康徳６年10月)

表紙 今村主税

グラフ 蒙古特輯

扉 長谷川伸

縦隊追撃の一日 高山謙介…4

論説

日本中心東亞大政團を樹立せよ 金子定一…42

自主獨往外交論 七島生…2

ゐねむり論 田村敏雄…54

活字統制論 安達幸吉…60

随筆

日本の泳ぎ 新京特別市副市長 關屋悌蔵…10

僕と兵隊 滿洲電業會社理事 石橋米一…12

滿洲の都市 總務廳地方處長 桂定治郎…13

花作異聞 陸軍歩兵大佐 永昌野人…15

高粱 最高檢察廳檢察官 北村久直…11

｢興亞景觀｣ に題す 滿洲採金會社理事 赤瀬川安彦…16

汽車自動車旅館 專賣局収納科長 高尾文市…17

成田十郎逸傳 庄司鄭吉…132

開拓めをとの唄 藤生好夫…38

荒鷲強いな 一谷�昭…130

"斷乎と起てり關東軍"の樂譜 紙恭輔…19

蘇聨の實體 田中總一郎…267

滿洲の物價はどこまで騰るか 津司�一郎…148�嘴放談 東震太郎…276

滿洲監獄繁昌記 葉室早生…234

滿洲鐵道一萬キロ突破記念全線走破行

承徳・赤峰・阜新 庄司鄭吉…202

北支宣撫便り 北村太市…294

大人用建國讀本 一谷�昭…179

縁の下の辯 八木沼丈夫…166

新京記念公會堂の火事 眞殿星磨…172

黄河制壓 志波西果…20

干柿と戰車 小林實…250

花柳花嫁學校 山口海旋風…232

滿洲人の日本化 森三兵衞…122

蒙古戰線を詠ふ 佐藤靈花…9

陣中川柳日誌 藤崎桃子…109

滿洲事變後日物語

滿洲事變勃發當時の米國 富田廣四…244

中村少佐・井杉曹長の遺骨發見經緯 恨みは深し�兒河

豐村�…32

勤勞奉仕隊の現況 田中確一…290

開拓訓練所の五日間 大島裕太…291

召集より戰線まで 井口呑湖…63

一味樓雜筆 石敢當…116

女のひとり旅 田村光子…188

東滿國境を行く 小出一郎…66

蒙古の火山その他 植田房雄…102

草・包・競馬・相撲 河内由蔵…90

廟會と農民祭 高綱信次郎…96

蒙古の學校 小川成徳…93

私達の祖先 額爾徹昵…95

蒙古�年に聽く座談會 150

僕の排英記 稻垣征夫・凸山嶮介…110

滿洲狩獵漫談 南里・楫野…146

月刊滿洲川柳コンクール 井口呑湖選…288

“滿洲事變秘録”刊行につき原稿募集

火燒紅蓮寺 大乘寺誠…82

南支那海旋風 本山桂川…278

滿洲探偵實話 �猫の討仇 木南人…182

滿洲名士芳墨集 田中鐵三郎…170

支那一口漫才 京燕人…164

繪と文 池邊�李…242

身邊雜記 城島舟禮…295

くさめをするペイジ…193

(附録) 滿洲觀光繪葉書
奥付

第十二巻十号 十月号

康徳6年10月１日印刷

康徳6年10月10日発行

編輯人 岩根正雄 新京特別市崇智胡同六〇一

発行人 城島徳壽 新京特別市崇智胡同六〇一

印刷人 鍋田覚治 奉天市大和区協和街四段

印刷所 満日奉天印刷所 奉天市大和区協和街四段

発行所 月刊満洲社 新京特別市崇智胡同六〇一

定価 一部金五〇銭 半年分 金三圓 一年分 六圓

本社 新京特別市崇智胡同六〇一

販売總取扱 満洲日日新聞社 奉天市大和区協和街四段

大取次 満洲日日新聞社各地販売店 大阪屋號満洲卸部 東京堂

大東館 東海堂 北隆館

定価五十銭 送料三銭・外国弐拾銭

月刊滿洲 第12卷第11號 (康徳６年11月)

表紙 今村主税

グラフ 八ペイジ

皇軍勇士の御靈に捧げる歌…堀切政雄…2

随筆

騾馬の耳 司法部事務官 安武六郎…7

アナウンサー・電々會社理事 前田直造…5

酒 新京市立病院長 山口�治…4

秋に寄せて 奉天鐵道局長 古川達四郎…8

滿洲國歌作曲史話 天野光太郎…51

西洋は戰爭東亞は新建設 金子定一…10

食糧問題の兩面性 田村敏雄…16

秋聲随想 �爽書屋主人…270

駐滿大使館新參事官須磨氏を語る 五百木元…170

僕の排英記 新田健…58

滿洲鐵道一萬キロ突破記念 全線走破
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�河・哈爾濱 東野潤…199

吉林・�津 田村光子…208

皇軍勇士慰問特輯

★勇士に感謝する文

お名前が知り度い 宮城 林のぶ子…78

椰子の葉蔭より 臺北 龜田惠美子…80

心おきなく戰つて下さい 東京・中村欣子 83

大陸實話讀物

アムール河三角洲譚 札幌 杉山境史…88

兵隊さんとボンボン 北京 竹内さだ子…97

ユーモア短篇小説

家庭珍爭議 東京 櫻田十九郎…108

平吉爺の仙術 大阪 古川里記…111

指環 宮城 村田一郎…114

寒村老出乘す 新潟 能勢鶉郎…118

白頭山節・川柳・笑話・漫畫

一味樓雜筆 石敢当…136

滿洲名士芳墨集 河本・松井…56

ノモンハン事件畫信 森勘三郎…256

先月會つた呉佩孚 佐藤彌兵衞…27

ノモンハンの空を征く 上等兵 和田夜詩緒…62

干柿と戰車 上等兵 小林實…124

大陸に嫁いで (開拓歌) 藤生好夫…182

滿人に接する心得いろいろ 藤田蓼花…158

嚏談義 一谷�昭…155

東邊道の鐵山 多賀谷三郎…144

大人用建國讀本 説文樓主人…220

陰山爽凉抄 (俳句) 石原沙人…248

ソヴィエート・ロシア講座 中平亮…260

燕京八景 坂本義男…134

全聨川柳…168

撫順便り…167

渡河 (短歌) 濱田一人…135

ツーリスト・ビユーローの仕事…236

火燒紅蓮寺 大乘寺誠…278

支那の首斬淺右衞門 木南人…179

滿洲監獄繁昌記 葉室早生…174

滿洲狩獵漫筆 野口・松森・筒井 …222

新京から東京まで 山脇敏子…238

土に生きる者 藤生好夫…38

蒙古特輯

蒙古人の�育に就て 岸田牧童…26

博古吐爾山開發秘話 加治木烏平…226

謎の外蒙新疆 一記者…70

蒙古人を語る 栗野重義…250

オロチヨン族の習性 山根順太郎…230

月刊滿洲川柳コンクール 小林茗八選…197

身邊雜記 城島舟禮…285

くさめをするペイジ…161
奥付

第十二巻第十一号 十一月号

康徳６年11月１日印刷

康徳６年11月10日発行

編輯人 岩根正雄 新京特別市崇智胡同六〇一

発行人 城島徳壽 新京特別市崇智胡同六〇一

印刷人 鍋田覚治 奉天市大和区協和街四段

印刷所 満日奉天印刷所 奉天市大和区協和街四段

発行所 月刊満洲社 新京特別市崇智胡同六〇一

定価 一部金五〇銭 半年分 金三圓 一年分 六圓

本社 月刊満洲社 新京特別市崇智胡同六〇一

販売總取扱 満洲日日新聞社 奉天市大和区協和街四段

大取次 満洲日日新聞社各地販売店 大阪屋號満洲卸部 東京堂

大東館 東海堂 北隆館

定価五十銭 送料三銭・外国弐拾銭

月刊滿洲 第12卷第12号 (康徳６年12月)

表紙 今村主税

グラフ 八ペイジ

留日學生陳君の財布 庄司鄭吉…10

随筆

日本の女 鑛發會社理事 工藤重之…2

支那研究の貧困 滿鐵支社業務課長 坂倉眞五…4

全稱的惡評辭に就て 健全生活館長 田中武…5

無題 司法部民事司長 菅原達郎…8

違ふやふで似た話 開拓總局長 結城�太郎…9

日露戰爭秘録 守田中佐特務日誌の發見 天野光太郎…118

主張と批判

臥薪嘗贍と享樂片手間 金子定一…30

日滿相互の同化を切望す 上田恭輔…35

滿洲國とアメリカ合衆國 田村敏雄…22

國民總服役制度の採用に就て 飯村卓三…40

戰時統制經濟の特質と精神動員 高畑義正…46

黄河制壓 志波西果…56

干柿と戰車 小林實…246

大人用建國讀本 ｢お目こぼし｣ 山名正二…98

冬の衞生二三 村川五郎…183

ミユンヘン脱出記 井野英一…50

うき世種本 石垣紺平…138

戰線川柳十二句 井口呑湖…124

産全奨勵の話 桑野保則…158

随筆河童 山口海旋風…202

滿洲監獄繁昌記 葉室早生…235

燈臺の下を見る記 石原巖徹…166

東滿國境を行く 小出一郎…186

小玉呑象圍翁を圍みて…240

滿洲鐵道一萬粁突破記念・全線走破行 �津・朱乙

田村光子…78

官吏と辭職 鷲崎哲二…140

寒い統制 鮫井信揚…142

滿洲名士芳墨集 星野・中山・稻垣・大原…68

豚と石炭 堀亮三…224

★女除け秘訣三箇条 數氏執筆…216
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★良人に嫌はれる秘訣三箇條 數氏執筆…216

一味樓雜筆 石敢当…113

時事漫才・滿員列車 ヘタ吉・ヤメ太…242

土に生きる 藤生好夫…72

ソヴィエート・ロシヤ講座 中平亮…72

蒙古特輯

蒙古人を語る 栗野重義…108

鄂倫春族の習俗 山根順太郎…219

王府見學記 須藤定雄…153

謎の外蒙新疆 一記者…100

月刊滿洲川柳コンクール 小林茗八選…234

文藝時評 大内隆雄…21

身邊雜記 城島舟禮…263

大陸讀物

火燒紅蓮寺 大乘寺誠…227

呼倫貝爾秘話 ジグモザ夫婦 村井博介…128

ブラゴエお秀放浪記 東野潤…204

匪賊と飲んだ話 百瀬宏…89

くさめをするペイジ…145
奥付

第十二巻第十二号 十二月号

康徳６年12月１日印刷

康徳６年12月10日発行

編輯人 岩根正雄 新京特別市崇智胡同六〇一

発行人 城島徳壽 新京特別市崇智胡同六〇一

印刷人 鍋田覚治 奉天市大和区協和街四段

印刷所 満日奉天印刷所 奉天市大和区協和街四段

発行所 月刊満洲社 新京特別市崇智胡同六〇一

定価 一部金五〇銭 半年分 金三圓 一年分 六圓

本社 月刊満洲社 新京特別市崇智胡同六〇一

販売總取扱 満洲日日新聞社 奉天市大和区協和街四段

大取次 満洲日日新聞社各地販売店 大阪屋號満洲卸部 東京堂

大東館 東海堂 北隆館

定価五十銭 送料二銭・外国弐拾銭

月刊満洲 第13巻第７号 (康徳７年７月)
神奈川県立図書館藏

表紙 (童子喜戯) 今村主税

グラフ (蒙古の婦人) 四ペイジ

民族協和の再認識 島木義一郎…40

代用品と代用思想 田村敏雄…52

民族の誇りを持て 天晶嘉門…45

鏡泊湖のマンドリン 眞殿星麿…136

随筆

続・花作り異聞 治安部歩兵上校 井崎乙比古…24

高松宮殿下を迎へ奉りて 昭和製鋼所理事長 小日山直

登…27

臓躁病談議 満鉄新京病院皮膚科医長 山岸良治…25

別れ住む 東辺道株式会社理事長 多賀谷三郎…27

春日町まで 鉄道総局調査役 柴田賢治郎…30

日附印・バツチ・青年 国通調査役次長 辻清一郎…20

蒙古の子供達 伊地知則彦…2

蒙古の子供達に寄せて 小泉菊枝…166

製銑作業と民族協和 青野洞門…88

外交官の見識 五百木元…92

土に生きる 藤生好夫…74

弥栄にて 中村孝二郎…126

現代語訳孟子 小村俊夫…186

夏の思出

中学生の支那見物 三浦義臣…96

感激と感傷の夏…石原巌徹…102

恩師の死 五百旗頭佐一…100

山海関の鮎狩り 石長介…99

漢口の夏 嘉村満雄…109

常夏の国青島 石黒麗毅…110

初孫を抱かされる 天野光太郎…120

極楽島と女仙 山口海旋風…114

一味樓雜筆 石敢当…66

王揖唐氏を語る 金子定一…148

川柳・馬賊と匪賊 大島涛明…87

拓士及び中間驛慰問川柳大会…144

学生時代の貧乏くらべ…葉書回答…174

スケッチにつけた小文 (繪と文) …斎藤英一

白色地帯 百瀬宏…176

満洲義軍 庄司鄭吉…50

大陸名士漫画いたづら 佐久間晃…112

大陸名士芳墨集 稲葉・土肥・島田…72

身邊雜記 城島舟禮…198

月刊満洲俳壇新設に就て…155

現地で開いた蒙古を語る座談会…156

くさめをするペイジ…129
奥付

第十三巻第七号 七月号

康徳７年７月１日印刷

康徳７年７月10日発行

編輯人 岩根正雄 新京特別市崇智胡同六〇一

発行人 城島徳壽 新京特別市崇智胡同六〇一

印刷人 鍋田覚治 奉天市大和区協和街四段

印刷所 満日奉天印刷所 奉天市大和区協和街四段

発行所 月刊満洲社 新京特別市崇智胡同六〇一

定価 一部金五〇銭 半年分 金三圓 一年分 六圓

本社 月刊満洲社 新京特別市崇智胡同六〇一

販売總取扱 満洲日日新聞社 奉天市大和区協和街四段

大取次 満洲日日新聞社各地販売店 大阪屋號満洲卸部 東京堂

大東館 東海堂 北隆館

定価五十銭 送料二銭・外国弐拾銭

月刊満洲 第13巻第９号 (康徳７年９月)

表紙 今村主税

目次カツト 齋藤英一

グラフ 圓城寺進

聯盟脱退舞臺裏 谷萩大佐…58
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北�事變の意義 長谷川少佐…65

自治指導部�告第一號 (王道樂土建設の宣言) …2

武部長官の近影と筆蹟…4

滿洲義軍 庄司鄭吉…20�育義務法の提唱 田村敏雄…23

革新と ｢しらうと｣ 五十子卷三…32

帝力我に於て何かあらんや 平山坦…37

随筆

一城の主 新京鐵工技術院�授 出原仙…50

滿洲の墓 奉天鐵道局長 古川達四郎…57

ドテラと刺身 洲重工業文書課長 下田一夫…51

新京案内 �洲中央銀行 北小路功光…52

かけね 東邊道會�理事 馬場彰…55

禿 奉天放送局長 西山信夫…56

支那生活雜觀 高山謙介…42

伊藤博文公の胸像 豊村�…98

俗言俚謠から見た滿洲の�會相 嘉村滿雄…148

一味樓雜記 石敢當…139

滿洲は三年ひと昔 納富重雄…106�島大佐の亞歐旅行記 金丸�哉…164

現代語譯 孟子 小村俊夫…174

雨を降らせる研究 祕打學人…74

獨逸國營の自動車道路の話 藤白明…70

觀光週間 山田健二…104

滿人に怪談を聽く座談會…114

大陸實話

土に生きる 藤生好夫…186

麗都舞廳亂鬪事件 坂井實廣…101

白色地帯 百瀬宏…128

嵐の子 齋藤滋美…152

大陸名士芳墨集 大平枝監…79

大陸名士いろは加留多 佐久間晃…40

｢女房｣ の問題 多賀谷三郎…124

滿洲文學雜感 工�定…159

蒙古の子供達 伊地知則彦…6

おつかけろ (童謠) 一谷�昭…127

夏の夜の食卓にて (詩) 赤木壽男…53

高價なのに驚いた話 (ハガキ回答) …198

月刊滿洲俳壇…185

次號豫告…113

クサメをするペイジ…130

月刊満洲 第13巻第10号 (康徳７年10月)

表紙 今村主税

目次カツト 齋藤英一

グラフ (興亞動員大會) 圓城寺進

ソ聯の長所短所 松山茂二郎…132

責任主義を確立すべし 田村敏雄…5

新しき時代の把握 島本義一郎…36

人間梅津の横顔 森 久…2

滿洲義軍 庄司鄭吉…42

續・國際聯盟脱退秘話 岡田益吉�島大佐の亞歐旅行記 金丸�哉…165

随筆

ねずみ 陸軍軍醫中将 齋藤干城…18

所感 開拓總局總務科長 平川守…20

旅館の女中 鐵道總局旅客課長 野間口英喜…21

草花 民生部�學官 佐伯仁三郎…22

心霊研究餘談 電業営業部次長 中村繁次…24

有難う 建國�育主幹 掛川晁洲…26

稻垣開拓總局長に開拓を聽く…96

俗言・俚謠から見た滿洲の�會相 嘉村滿雄…113

一味樓雜記 石敢當…88

熱河 (繪と文) 斎藤英一…102

現代語譯 孟子 小林敏夫…176

梅蘭芳隠退するか 石原巌徹…146

三度潜航艇に撃沈されて三度助かつた男の話

眞殿星磨…81

日の丸おへそ 山田健二…160

白色地帯 百瀬宏…118

獵者へのお願ひと希望 金田詮遊…142

座談會 スパイを警戒せよ

―出席者― 關東軍報道班・憲兵隊本部・總務廳・治安

部・首都警察廳・大陸科學院・衛生技術 各代表諸氏

大陸の花嫁はかうして養成される 馬淵速雄…164

行かうじゃないか滿洲へ 北村基武…130

續國際聯盟脱退秘話

抱きよせたら (詩) 赤木壽男

秋まつり､ その他 (俳句) 重村雪人その他…11

白衣の天使歌物語 矢木澤健…72

ラヂオ風景 伸びる鐵路 田�・水木合作…186

蒙古の子供達 伊地知則彦…12

大陸名士芳墨集 三浦武美…55

大陸名士いろは加留多 佐久間晃…34

身邊雜記 城島舟禮…140

月刊満洲 第13巻第11号 (康徳７年11月)

表紙 今村主税

目次カツト 齋藤英一

グラフ 四ぺーヂ

ソ聯の南進政策 松山茂二郎…128

新採用停止令の影響 井口八郎…50

日本出版文化協會に望む 田村敏夫…88

人事の交流に就て 葉室早生…48

随筆

創作 ｢オイルセール｣ を讀んで 滿洲電業會�理事

岡雄一郎…26

嬉しい言葉 錦州鐵道局長 宇木 甫…27

虫の知らせと科學 興銀秘書役 百五木元…28

畑談義 興亞物産常務取締役 野田纓 …29

酒禪背反 滿鐵秘書役 兩角兼利…30

心は通ふ 滿洲帝國�育會主事 鍵川有司…30
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地質調査の想ひ出 滿洲鑛業開發會� 佐藤戈止…32

一味樓雜記 石敢當…167

豆の一族 向坊盛一郎…78

石炭の一族 石橋弘毅…86�島大佐の亞歐旅行記 金丸�哉…102

ペストの問題 阿部俊男…112

支那生活雜觀 高山譲介…55

夜晝行燈 平田勳…152

察哈爾の草原 山口重次…182

ねずみ 寺田文次郎…72

乃木將軍の印象 井崎乙比古…36

我等の新天地・滿洲 張漢卿…144

現代語譯 孟子 小林敏夫 188

男子怒りなば

五フランとボーイ 127…山崎元幹

とんだ英雄 125…山口重次

舌を噛まれた話 123…佐々木一

洋傘で叩く 125…�島一郎

醉漢膺懲の事 126…石原巌徹

宿望を果す 124…阿部俊男

怒つた後の氣分 123…大澤菊太郎

今日の奉天を語る座談會…90

繪と文・詩

雜草の中 池邊�季…150

新京風景 齋藤英一…110

伊通河のほとり 近藤�治…34

辻樂師 赤木壽男…135

滿洲義軍 山名正二…2

戰記と實話

警察官と火田民 村松魔古刀…136�摶く荒鷲 和田夜詩男…158

夜行時計を抱いて 小崎芳巳 60

土に生きる 藤生好夫…174

大陸名士いろは加留多 佐久間晃…76

バス三題 齋藤滋美…198

奉電一七會川柳大會記…180

時事明暗…200

第七回全聯日�誌 編輯部編…66

月刊満洲 第13巻第12号 (康徳７年12月)

表紙 今村主税

目次カツト 齋藤英一

グラフ 馬・石炭・木村

紀元二千六百年を送る 金子定一…89

見よ､ 斯くして大陸は拓かる

鏡泊學園の想ひ出 島田一男…62

開拓花嫁の見合ひ 遠藤與一…85

土に生きる 藤生好夫…175

西安炭礦感激祕話 眞殿星磨…54

東邊道開發祕話 森山誠之…72

商業の倫理 久保孚…44

民族とその神祕數 冨田喜治郎…126

政治と文章 寺田喜治郎 126

滿洲十大都市現地座談會 今日の哈爾濱を語る…110

随筆

とんだ間違ひ 滿洲採金會�理事 赤瀬安彦…84

試驗勉強 滿洲興業銀行理事 高橋武夫…34

敬惜文字 總務庁参事官 高橋源一…35

天然に勝つ力 滿洲土建協會理事 大島濤明…36

親代わりの感 新京健全生活館長 田中武…38�島大佐の亞歐旅行記 金丸�哉…148

昔�年と語れり 高山譲介

三寒四温 長谷川謙…31

故稻葉君山先生に就て 高橋匡四郎…144

一味樓雜記 石敢當…102�察者の眼に映じた滿洲 荒木馨…171

無料宿泊所の話 井口八郎…69�摶く荒鷲 和田夜詩緒…130

トンカツ一等兵 小崎芳義巳…78

醉漢御難記 木南人…166

慰問袋結婚行進曲 豊村�…96

現代語譯 孟子 小村俊夫…190

繪と文・詩

熱河 赤�末吉…94

冬野 白崎海紀…60

冬の寸感 齋藤英一…142

氷の花 赤木壽男…162

滿洲義軍 山名正二…2

ある日曜日の朝 (漫書) 西島武郎…188

共榮軒 (漫才) 村松魔古刀…188

大陸名士芳?集 半田敏治 大橋正已…124

大陸名士いろは加留多 佐久間晃…50

身邊雜記 城島舟禮…164

月刊満洲 第14巻８號 (康徳８年９月) 神奈川県立図書館藏

民族協和の最短距離 伊地治則彦…98

政治は直訳であってはならぬ 葉室早生…104

反省また反省 結城清太郎…24

支那料理に託して 井野英一…42

竿先きの人生 池辺無念斎…4

黒龍江の釣 渡部源吾…138

四平省の出来るまで 板垣守正…81

随筆結末 金子信…59

噫十年前 (満洲事変グラフ) …28

大陸生活雑感 高山謙介…54

一味樓雜記 石敢当…84

開拓する人々 稲垣征夫…66

大陸動物随話 一瀬幸三…46

漫筆 満洲生物学 桂樟蹊子…89

露人農家を訪ねて 永井一雄…62

異国名物立食噺 井崎乙比古…52

褌を締める研究 木南人…133
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民族問題に寄せて

国家と民族 山崎元幹…17

民族と言語 姜文涛…19

民族問題の研究 大蔵公望…20

四海同胞精神 島本正一…22

天行健也 今田新太郎…23

日露戦争秘話 満洲義軍 山名正二…110

鏡泊学園回想記 喜多川連…30

民族協和美談 陶夫人の手紙 小泉菊枝…8

討匪実話 山に哭く 百瀬宏…70

民族を超越した話 高鈴峰雄…140

現代語訳・孟子 小村俊夫…126

戦場へ急ぐ記 K部隊長…37

建国秘話 萬合公の糸瓜 林君彦…146

将軍校長語る 一記者…144

全満に魁ける撫順保育院 一記者…92

満洲開拓青年義勇隊 鍬のうた 藤生好夫…108

漫画・明白先生 佐久間晃…136

汗の教文 大島涛明・・97

身邊雜記 城島舟禮…152
奥付

第十四巻八号 九月号

康徳８年８月25日印刷

康徳８年９月10日発行 (禁無断転載・上演)

編輯人 岩根正雄 新京特別市崇智胡同六〇一

発行人 城島徳壽 新京特別市崇智胡同六〇一

印刷人 駒越五貞 新京特別市西七馬路一四

印刷所 満洲図書株式会社 新京特別市西七馬路一四

発行所 月刊満洲社 新京特別市崇智胡同六〇一

定価 一部金六〇銭 半年分 金三圓半 一年分 七圓

編輯部 月刊満洲社編輯部 新京特別市崇智胡同六〇一

営業部 月刊満洲社営業部 撫順東八條通四七

大取次 満洲書籍配給株式会社

定価六十銭 送料二銭・外国弐拾銭

月刊満洲 第14巻第９号 (康徳８年10月) 神奈川県立図書館藏

大陸評論の最高峰

大陸生活雑感 高山謙介…38

一味樓雜記 石敢当…114

随筆

熱田丸にて 拓殖委員会事務局長 山口乾治…24

満洲を形容する 満拓需品部長 長澤信之介…25

先づ見ること見せること 弘報処参事官 別府誠之…27

南京漫信 駐華大使館参事官 関屋俤蔵…28

素人将棋の話 水力電気局長 本間憲雄…31

満洲の短歌 民生部参事官 板垣守正…33

獨蘇戦と思ひ出 日本大使館調査課長 片岡長冬…29

チャンコ料理 天龍閣 和久田三郎…35

あたりまへの話 撫順体育協会 下村猛…36

満洲事変十周歳に寄す 赤瀬川安彦…129

満系識者に告ぐ 納富重雄…8

徒歩の科学押問答 医学博士 板野新夫…4

支那料理に託して 井野英一…76

V字運動のことゞも 小野敏夫…49

漫筆・人絹統制前 小泉進八…67

開拓事業の合理化 農学博士 松本傳左衛門…43

時局下の家庭医学 医学博士 村川五郎…73

印度国民運動の力学的検討 エー・エム・ナイル…70

写真川柳 井口呑湖・賈志範…46

満人相手の医師生活三十年 田中善平…80

大陸読物

日露戦争秘話 満洲義軍 山名正二…88

犬の随筆 牛島春子…98

鏡泊学園回想記 喜多川連…54

討匪実話 前線部落 諏訪成八…154

現代語訳・孟子 小村俊夫…136

開拓地の老人達 小林實…144

回族烈婦・香妃傳 大乗寺誠…14

大陸動物随話 一瀬幸三…104

漫筆 満洲生物学 桂樟蹊子…85

仏塔の研究 牧野正巳・・120

上海 東野大八…148

開拓芸文

鍬のうた 藤生好夫…126

開拓行 横田一衞…128

募集短歌…61

蒙旗走漠紀聞 今枝折夫…108

漫画・明白先生 佐久間晃…142

脚立釣心 聴鈴…52

くさめをするペイジ…12

民族問題に寄せて 土田・三浦…62

名士芳墨集 大迫・竹内…23

身邊雜記 城島舟禮…134

建国十周年記念芸文懸賞募集…7
奥付

第十四巻第九号 十月号

康徳８年９月25日印刷

康徳８年10月10日発行 (禁無断転載・上演)

編輯人 岩根正雄 新京特別市崇智胡同六〇一

発行人 城島徳壽 新京特別市崇智胡同六〇一

印刷人 駒越五貞 新京特別市西七馬路一四

印刷所 満洲図書株式会社 新京特別市西七馬路一四

発行所 月刊満洲社 新京特別市崇智胡同六〇一

定価 一部金六〇銭 半年分 金三圓半 一年分 七圓

編輯部 月刊満洲社編輯部 新京特別市崇智胡同六〇一

営業部 月刊満洲社営業部 撫順東八條通四七

大取次 満洲書籍配給株式会社

定価六十銭 送料二銭・外国弐拾銭

月刊満洲 第14巻第10号 (康徳８年11月) 神奈川県立図書館分

表紙 斎藤英一

口絵 園城寺進・加持正範・佐藤甫
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扉 白崎海紀

目次カット 池邊�李

大陸生活雑感 高山謙介…14

一味樓雜記 石敢當…36

日露戦争秘史 満洲義軍 山名正二…70

随筆

科学者今昔感 大陸科学院副院長 加藤二郎…16

南京より見たる満洲 駐華満洲国大使館参事官 関屋悌

蔵…17

勞働ということ 弘報処参事官 高橋源一…18

秋窓漫筆 満洲豚毛株式会社監査役 東山緑郎…19

日本の力強さ 作家 北村謙次郎…21

代表選手 民生部体育科長 小谷澄之…23

ヒツトラーの芽生えし頃 井崎乙比古…125

女事務員の手記 木田清…62

蝙蝠とその糞の話 医学博士 寺田文次郎…65

民衆に希望と光明を與へよ N・N生…114

錯覚的事大を戒む 金子定一…115

新聞罪あり乎 納富重雄…110

大連に閑居する河本大作 黒頭巾…90

国内防衛と協和会 片倉大佐…146

世界情勢に関して 西村大佐…133

現地小説 王爺廟 伊地知則彦

漫画

おらが科長 今井一郎…89

都会のセレナーデ 一谷清昭…34

明白先生 佐久間晃…112

満洲に於ける地方病 医学博士 川瀬五郎…92

蒙旗走漠紀聞 今枝折夫…84

奇抜な蒙古の古法律 藤田菱花…32

柿 (繪と文) 池邊�李…49

伊敏河のほとり 斎藤英一…68

開拓芸文…132

一緒に海を渡った女 百瀬宏…50

新支那新話題 大西秀治…100

南方雑記 増田平雄…103

満洲の行事・寒衣を贈る 潮壮介…42

井戸に関する伝説 三浦浩…58

渡り鳥たち 高田浩…128

満洲野の秋草 小林勝…97

米国で大金を拾った話 理学博士 遠藤隆次…120

哈爾浜のボロタク 久保田世坊…122

開拓と女性の姿 丹野嶽二…25

名士芳墨集 三浦関東局総長…57

満映だより…130

くさめをするペイジ…118
奥付

第十四巻第十号 十一月号

康徳８年10月25日印刷

康徳８年11月10日発行 (禁無断転載・上演)

編輯人 岩根正雄 新京特別市崇智胡同六〇一

発行人 城島徳壽 新京特別市崇智胡同六〇一

印刷人 駒越五貞 新京特別市西七馬路一四

印刷所 満洲図書株式会社 新京特別市西七馬路一四

発行所 月刊満洲社 新京特別市崇智胡同六〇一

定価 一部金六〇銭 半年分 金三圓半 一年分 七圓

編輯部 月刊満洲社編輯部 新京特別市崇智胡同六〇一

営業部 月刊満洲社営業部 撫順東八條通四七

大取次 満洲書籍配給株式会社

定価六十銭 送料二銭・外国弐拾銭

月刊満洲 第14巻第11号 (康徳８年12月) 神奈川県立図書館藏

表紙 斎藤英一

口絵 モトルト・秋吉威郎・内田稲夫

目次カット 池邊�李

扉 白崎海紀

建国十周年慶祝童謡 一谷清昭…14

建国十周年慶祝音頭 一谷清昭…12

人はあまつとる 寺田喜治郎…4

青年をゆさぶる 北條秀一…61

随筆

寒暑談義 中央観象台技正 土佐林忠男…16

初孫の記 満洲国逓信社社長 森田久…18

満洲農業の発達 満拓文書課長 村山藤四郎…21

拝泉県を偲ぶ 興農部参事官 牛島晴男…23

日露戦争秘史 満洲義軍…山名正二…100

満洲夜話 嘉村満雄…30

開拓雑和 丹野嶽二…78

細菌戦略に備へよ 阿部俊男…52

間宮林蔵の大陸探検 本川桂川…66

こども満洲行事 潮壮介…142

義歯迷々傳 和唐内…76

名士芳墨集 二宮満拓総裁…23

漫画・おらが科長 今井一郎…123

開拓農場法の制定に際して 山本廉…26

霊峰長白山 竹内亮…46

協和会派遣喇嘛研究生 故鎌田信海君の事ども

坂井栄三郎…86

郵便切手茶話 山下武夫…97

西村・片倉両大佐講演読後感 塚口聲二…25

満映 演員養成夜話 近藤伊與吉…34

繪と文 田中文哉…33

身邊雜記 城島舟禮…144

蒙旗走漠紀聞 今枝折夫…42

玉蜀黍とその製品の話 小笠哲嗣…126

少国民科学読物 燃える石 (オイルシエール)

山田健二…82

青少年義勇隊鍬の歌 藤生好夫…131

満洲の暮らし方 出納陽一…92

漫画・明白先生 佐久間晃…64

鏡泊学園回想記 喜多川連…116

満映だより…132
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開拓芸文 (短歌) 藤生好夫選…41

蒙古小説 菩薩の眼 齋藤滋美…134

大陸評論の最高峰 一味樓雜記 石敢當…36

くさめをするペイジ…118

前線勇士の投稿を歓迎する…122

一般原稿募集…144
奥付

第十四巻十号 十一月号 十二月号

康徳８年11月25日印刷

康徳８年12月10日発行 (禁無断転載・上演)

編輯人 岩根正雄 新京特別市崇智胡同六〇一

発行人 城島徳壽 新京特別市崇智胡同六〇一

印刷人 駒越五貞 新京特別市西七馬路一四

印刷所 満洲図書株式会社 新京特別市西七馬路一四

発行所 月刊満洲社 新京特別市崇智胡同六〇一

定価 一部金六〇銭 半年分 金三圓半 一年分 七圓

編輯部 月刊満洲社編輯部 新京特別市崇智胡同六〇一

営業部 月刊満洲社営業部 撫順東八條通四七

大取次 満洲書籍配給株式会社

定価六十銭 送料二銭・外国弐拾銭

月刊滿洲 第15巻第１号 新年號 (康徳９年１月)

御幼少の頃の笠宮殿下 井崎於菟彦…4

天下第一等の人物 武田勝利…94

吉林省の建國十周年記念事業 五十子卷三…60

コミンテルンは何處へ行く 西藤立夫…36

望喜樓雜記 石敢當…130

随筆

偶感 鐵道總局營業局長 足立長三…12

義勇隊開拓團生る 滿洲拓植公社理事 中村孝二郎…13

孫禮讃 繊維聨合會專務理事 石橋米一…14

群盲模象 弘報處參事官 荘開永…15

被視察者 開拓總局技士 永井一雄…16

◇新春 直木燕洋…13

◇雜唱 大野審雨…17

◇初空 小川三路…15

◇散り柳 武田逐天…17

『生産人ノペイジ』 特設に就て…117

大陸讀物懸賞募集入選者發表…55

滿映演員養成夜話 近藤伊與吉…110

民諺に現れた支那人ノ生活感情 安藝太郎…86

滿洲の村 (1) ロマノフカ村の印象 小出一郎…144

爐辺支那談義 谷萩大佐…69

滿洲夜話 嘉村滿雄…32

開拓雜話 丹野嶽二…27

義勇隊閑話 藤生好夫…30

都市欄

新京…57

奉天…58

哈爾濱…56

大連…59

少國民讀物 燃える石 山田健二…106

粉炭用竈七輪の改造 井口生…90

歌・俳・柳

◇短歌 佐伯仁三郎選…138

◇俳句 金子麒麟草選…140

◇川柳 井口呑湖選…142

◇川柳漫畫 中村伊助畫…93

繪と文

◇扶餘 甲斐巳八郎…41

◇山と雪 池邊�李…72

◇過節 田中文哉…115

◇滿洲の裏街 駒宮中尉…97

漫畫

◇俺が科長 今井一郎…109

◇明白先生 佐久間晃…136

◇北滿捕物 立川 成…35

◇大鍬 稻井春夫…35

◇戸外運動 近藤すゝむ…113

◇探礦 みつのり…151

犠牲 福山寛邦…18

酒の統制妙案 納富重雄…85

これでよいのか 東山鷹一郎…128

こども滿洲行事 朝 壮介…166

米國第二世のサイン 田村廣太郎…152

くさめをするペイジ…116

身邊雜記 城島舟禮…168

★大陸讀物★

日露戰爭秘史 洲義勇 山名正二…42

兵隊小説 再び 百瀬 宏…118

續・蒙古の子供達 伊地知則彦…6

小説 薄命佳人・王昭君 大乘寺誠…74

長篇小説 白都 松田武史…154
奥付

第十五巻一号 一月号

康徳８年12月25日印刷

康徳８年１月10日発行

編輯人 岩根正雄 新京特別市崇智胡同六〇一

発行人 城島徳壽 新京特別市崇智胡同六〇一

印刷人 駒越五貞 (新京特別市西七馬路14)

印刷所 満洲図書株式会社 (新京特別市西七馬路14)

発行所 月刊満洲社 新京特別市崇智胡同六〇一

定価 一部金六〇銭 半年分 金三圓半 一年分 七圓

編輯部 月刊満洲社編輯部 新京特別市崇智胡同六〇一

営業部 月刊満洲社営業部 (撫順市東八條通47)

大取次 満洲書籍配給株式会社

定価六十銭 送料二銭・外国二十銭

月刊滿洲 第15卷第２号 ２月號 (康徳９年２月)

表紙 齋藤英一

支那滿洲隨話の赤色游撃戰 西藤立夫…100

大詔を帝都に拜して 石橋米一…74
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水ツぽい酒 加藤鐵矢…6

人材のバライエテイー 岸本俊治…4

海外時評 久野 健…90

米將ホーマー・リーの豫言 日露戰爭直後の 『日米戰爭』

山名正二…66

随筆

まこと 民生部次長 源田松三…8

自慢の思出 滿洲造林會社理事 草地一雄…9

蘇炳文事件 日本大使館調査課長 片岡長冬…10

米英の友人 金子定一氏夫人 金子信…12

子供を鍛練する 撫順炭礦庶務課長 坂口遼…12

滿映演員養成夜話 近藤伊與吉…32

南方特輯

南支那の思ひ出 福地復彦…76

常夏の新嘉坡 坂口義一…80

更紗の歎き 久米爲助…83

南洋の正月 稻田晴彦…87

緑色の飾紐以内 田所耕耘…48

滿洲夜話 嘉村滿雄…60

開拓雜話 丹野嶽二…62

都市欄�河…44 哈爾濱…41 新京…40 奉天…42

大連…43

歌俳柳

城所英一…69 石原沙人…11 大野審雨…91

岡田松治…123 横田一衞…31

漫畫

今井一郎…20 池邊�李…132 佐久間晃…104

坂本牙城 …89

支那映畫雜記 大内隆雄…126

小國民讀物 燃える石 山田健二…45

望喜樓雜記 石敢當…14

繪と文 池邊�李…116

開拓藝文 藤生好夫選…124

編輯後記 城島舟禮…125

大陸讀物

實話 岫巖 (筆者撮影) 渡邊多年…22

小説 氷雨 (今井一郎畫) 宮本里久二…106

小説 國境の子 (池邊�李畫) 土肥十郎…52

小説 天津の空 (佐々木順畫) 井手利隆…92

實話 宿命物語 (橘 文作畫) 石澤芳次郎…134

民諺に現れた支那人の生活感情 安藝太郎…118
奥付

第十五巻第二号 二月号

康徳９年１月30日印刷

康徳９年２月10日発行

編輯人 岩根正雄 新京特別市崇智胡同六〇一

発行人 城島徳壽 新京特別市崇智胡同六〇一

印刷人 駒越五貞 新京特別市西七馬路14)

印刷所 満洲図書株式会社 (新京特別市西七馬路14)

発行所 月刊満洲社 新京特別市崇智胡同六〇一

定価 一部金六〇銭 半年分 金三圓半 一年分 七圓

編輯部 月刊満洲社編輯部 新京特別市崇智胡同六〇一

営業部 月刊満洲社営業部 (撫順市東八條通47)

配給元 満洲書籍配給株式会社

定価六十銭 送料二銭・外国二十銭

月刊滿洲 第15卷第３号 ３月號 (康徳９年３月)

表紙 齋藤英一

新嘉坡陷落を喜ぶ 井野英一…4

猶太人ヘンリーの豫言…12

随筆

洪水と抗日 滿洲國赤十字社理事長 三浦敏事…6

車中偶感 關東局總長 三浦直彦…8

古語今考 宮内府綜理科長 岡本武徳…9

米利堅今昔鏡・滿洲醫科大學�授 山下泰蔵…10

◎短歌 竹内節夫

◎スケツチ 遊佐幸平・寺田文次郎

刀筆餘暇 寺田喜治郎…38

滿洲開拓第二期五箇年計畫に就て 向野元生…91

★支那人に對する興亞�育 石敢當…84

★日本人進出に對する支那人の考へ方 石敢當…84

★個人としての日本人の非優秀性 石敢當…84

民族問題雜話 西藤立夫…132

我制海權赤道を越ゆ 松永海軍少将…148

先進滿洲國の重責 西村陸軍大佐…153

[漫畫] 英罪惡史の埋葬 今井一郎…60

[繪と文] 大興安嶺の蒙古人 坂本牙城…130

僕の兵隊生活 稻垣征夫…75

滿映演員養成夜話 近藤伊與吉…78

滿鐵刀由來 鈴木鷹信…94

産兒報國 淺田倫治…126

長谷川�治氏のことども 角田一雄…62

少國民讀物 燃える石 山田健二…158

公債とその消化に就て 笠井圓藏…98

西部ボルネオを語る 山口海旋風…44

蘭印一般事情とその産業 山本喜一…48

建國特輯

建國の元勳羅振玉先生の筆跡…14

建國音頭 板垣守正…110

張總理の謹話を拜聽する 伊地知則彦…24

建國秘話 滿蒙皇化聨盟 山名正二…54

郵便切手十年史 山下武夫…112

建國當時の心意氣 失名子…16

義勇建国人・職業建国人 山口重次…21

建國實話 建設 高橋一美…64

建國實話 巨いなる人 伊達英明…136

日清戰爭時代の國民文學 井崎乙比古…30

日露戰爭佳話 斬馬將軍 大野審雨…42

印象に残る兵隊さん 數氏…58

嚴然たる北の守りがあればこそ 淺野光子…53

軍艦は斯うして撃沈する…29
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民諺に現れた支那人の生活感情 安藝太郎…119

滿洲夜話 嘉村滿雄…104

開拓雜話 丹野嶽二…107

都市欄�河…147

哈爾濱…124

新京…122

奉天…125

兵隊讀物 ひげ騒動 百瀬宏…32
奥付

第十五巻第三号 三月号

康徳９年２月28日印刷

康徳９年３月10日発行

編輯人 岩根正雄 新京特別市崇智胡同六〇一

発行人 城島徳壽 新京特別市崇智胡同六〇一

印刷人 駒越五貞 新京特別市西七馬路14)

印刷所 満洲図書株式会社 (新京特別市西七馬路14)

発行所 月刊満洲社 新京特別市崇智胡同六〇一

定価 一部金六〇銭 半年分 金三圓半 一年分 七圓

編輯部 月刊満洲社編輯部 新京特別市崇智胡同六〇一

営業部 月刊満洲社営業部 (撫順市東八條通47)

配給元 満洲書籍配給株式会社

定価六十銭 送料二銭・外国二十銭

月刊滿洲 第15卷第４號 (康徳９年４月)

表紙 齋藤英一

扉 池邊�李

禁酒日を破る 天野光太郎…6

支那事變の大東亞寄與 金子定一…8

刀筆餘暇 寺田喜治郎…24

★滿映演員養成夜話を讀みて

★英米的なるものに就て 石敢當…54

大東亞戰爭と滿洲開拓 興農部次長…36

随筆

◇聨想 菅原達郎…11

◇校旗所感 山崎元幹…12

◇石炭の行方 荒賀直彦…13

◇糞尿問答 今里進三…15

夢を語る 北條秀一…16

隣組の一年 津田有信…126

バルガ草原の結婚習俗 山根順太郎…73

古賀範士と小谷七段の武道對話 一記者…32

燃える石 山田健二…51

産兒報國 淺田倫治…29

葉書囘答

1.滿洲國は今如何なる人物を要求してゐるか 數氏…110

2.大陸日本人として反省すべき點はないか 數氏…110

★南海夜話 福地復彦…42

★新嘉坡半日記 中川壽…60

★南の思ひ出 石頭庵主人…63

滿洲語のユーモア幽默を拾ふ 嘉村滿雄…112

僕の兵隊生活 稻垣征夫…66

月刊漫畫…4

私の作文集より 大場葉子…82

蒙古の一夜 高梨雪雄…108

民諺に現れた支那人の生活感情 安藝太郎…116

繪と文

新京…100 哈爾濱…101 撫順…102

奉天…106 大連…104 牡丹江…105

都市欄

興安嶺の石 池邊�李…78

極寒と戰車 今井一郎…80

川柳・大東亞戰 井口呑湖…23

實話 老趙と私 諏訪成九…28

小説 大陸今古奇談 酒穗埀止庵…94

小説 サモア島の娘 功力秀雄…86

小説 �河のつばくろさん 渡邊壽…132

米國の傳書鳩 (漫畫) …41

身邊雜記 城島舟禮…131

國境線點描 阪本牙城…96
奥付

第十五巻第四号 四月号

康徳９年３月30日印刷

康徳９年４月10日発行

編輯人 岩根正雄 新京特別市崇智胡同六〇一

発行人 城島徳壽 新京特別市崇智胡同六〇一

印刷人 駒越五貞 新京特別市西七馬路14)

印刷所 満洲図書株式会社 (新京特別市西七馬路14)

発行所 月刊満洲社 新京特別市崇智胡同六〇一

定価 一部金六〇銭 半年分 金三圓半 一年分 七圓

編輯部 月刊満洲社編輯部 新京特別市崇智胡同六〇一

営業部 月刊満洲社営業部 (撫順市東八條通47)

配給元 満洲書籍配給株式会社

定価六十銭 送料三銭・外国二十銭

月刊滿洲 第15卷第５號 (康徳９年５月)

表紙 (扇の少女) 小野澤亘畫

扉繪 (風景) 池邊�李畫

刀筆餘暇 (時事評論) 寺田喜治郎…32

望喜樓雜筆 (大陸評論) 石敢當…10

随筆

逞しき都市 高倉正…16

光風荘雜話 八木聞一…17

クリミヤ遊記 片岡長冬…19

都市欄

大連…117 撫順…53 新京…37

哈爾濱…67 牡丹江…77

不滅へ (滿洲人の少女桂玉さんの死) 小泉菊枝…59

黄河制壓 (征戰記録) 志波西果…118

濠洲印度果てまでも 岡田ふみゑ…68

開拓雜話 丹野嶽二…85

國境線點描 阪本牙城…101
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通俗科學 皮革と毛皮の話 久保孚…92

滿鐵に歸つた山崎さん 田原健兒…21

大陸に於ける保育事業の意義 米津午郎…104

特輯讀物

前線小説 高原 百瀬宏…22

飜譯短篇讀物 大陸今昔奇談 酒穗埀止庵…108

飜譯小説 サモア島の娘 功力秀雄…110

随筆讀物 寝言と流れ星 玉井勝…54

紀念スタンプ十年史 山下武夫…42

續角道夜話 和久田三郎…38

大陸動物随話 一瀬幸三…64

滿洲語の幽默を語る 嘉村滿雄…78

歌俳柳

川柳 戰果春ひらく 石原�龍刀…18

短歌 楊の芽 豐島健蔵…36

俳句 春雜詠 堤律雄…15

漫畫いそがしき人々…30

支那笑話…125

身邊雜記 城島舟禮…126

私の作文集 男と女 大場葉子…82

燃える石 山田健二…106

隣寸と領事 高梨雪雄…88

囮になつて辻強盗を捕へた話 谷口新次…71

[滿洲人の少女]李桂玉遺兒養育費募集…63

銃後讀物特輯六月號主要目次豫告…29
奥付

第十五巻第五号 五月号

康徳９年４月30日印刷

康徳９年５月10日発行 禁無断転載・上演

編輯人 岩根正雄 新京特別市崇智胡同六〇一

発行人 城島徳壽 新京特別市崇智胡同六〇一

印刷人 駒越五貞 新京特別市西七馬路14)

印刷所 満洲図書株式会社 (新京特別市西七馬路14)

発行所 月刊満洲社 新京特別市崇智胡同六〇一

定価 一部金六〇銭 半年分 金三圓半 一年分 七圓

編輯部 月刊満洲社編輯部 新京特別市崇智胡同六〇一

営業部 月刊満洲社営業部 (撫順市東八條通47)

配給元 満洲書籍配給株式会社

定価六十銭 送料三銭・外国二十銭

月刊滿洲 第15卷第６號 (康徳９年６月)

表紙 關合正明 扉 池邊�李

汪主席を迎へて 中山優…84

望喜樓雜筆 石敢當…10

國民の武装化 長島信義…21

戰場にて父として 谷萩大佐…16

滿洲義軍後日譚 乃木大將と花田中佐 山名正二…68

建國實話 蘇炳文事件に身を處して 一女�師の手記…120

少國民讀物 燃える石 山田健二…46

随筆

◇公然の不思議 向井俊郎…22

◇昭南港の浮船渠秘密寫眞の話 井崎於菟彦…24

◇大東亞言葉 松本秀夫…25

◇人のこと 高柳郷司…26

張謝恩特派大使の感激 松本益雄…40

軍人佳話 一箱のキヤラメル 天野光太郎…28

滿洲語のユーモアを拾ふ 嘉村滿雄…60

囘�と食物の禁 千種達夫…72

南海夜話 福地復彦…49

ガンバレ!ゲンシウ 巖徹坊…66

南湖の鮒釣り 池邊無念齋…118

開拓雜話 丹野嶽二…38

桂玉さんの夫君 陶振寰中兵に逢ふ 梅林秀麿…35

滿洲千夜一夜物語 近藤伊與吉…108

建國秘話 逆徒なれど天晴れ 諏訪成九…100

不滅へ 小泉菊枝…32

私の作文帳より 大場葉子…106

滿洲風物誌 (撫順炭礦の卷) 阪本牙城…76

歌俳柳

孫呉抄 刈米砂吐子…117

九軍神 井口呑湖…23

陣中早春抄 中津賢吉…27

都市欄

新京…96 奉天…98 哈爾濱…97

撫順…105 北京…99

身邊雜記 城島舟禮…126

歸らぬ傳令 小林實…88

黄河制壓 志波西果…52

異民族との接觸面を描いた小説又は實話を募る…103

北邊防人の歌と句を募る…116
奥付

第十五巻第六号 六月号

康徳９年５月25日印刷

康徳９年６月10日発行

編輯人 岩根正雄 新京特別市崇智胡同六〇一

発行人 城島徳壽 新京特別市崇智胡同六〇一

印刷人 駒越五貞 新京特別市西七馬路14)

印刷所 満洲図書株式会社 (新京特別市西七馬路14)

発行所 月刊満洲社 新京特別市崇智胡同六〇一

定価 一部金六〇銭 半年分 金三圓半 一年分 七圓

編輯部 月刊満洲社編輯部 新京特別市崇智胡同六〇一

営業部 月刊満洲社営業部 (撫順市東八條通47)

配給元 満洲書籍配給株式会社

定価六十銭 送料三銭・外国二十銭

月刊滿洲 第15卷第９號 ９月号 (康徳９年９月)
神奈川県立図書館分

建国十周年紀念號

貯蓄に示せ 十年の底力 (国民貯蓄実践委員会)

表紙 池邊�李

随筆

夏三題 井崎於兎彦…18
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愛犬エス 谷口新次…19

都市欄

新京・哈爾浜・撫順・鞍山・大連・四平・錦州…111

北鎮防人の歌 十數氏…23

萬年青年の弁 數氏…110

九月の映画…92

満洲人の少女桂玉の遺児養育費募集…76

身邊雜記 城島舟禮…120

望喜樓雜筆 石敢當…18

人物巡礼 木部三太…42

参謀とチューインガム 天野光太郎…40

満鉄弘報隊に加はりて 谷村健助…103

満洲事変参加青年の回想記

自治指導部と地方司時代 尾崎久市…64

青年聯盟その他の追憶 黒柳一晴…68

協和会は誰の案だったか 紀井一…72

日露戦争秘史 高部翁助諜報記 山名正二…106

大陸映画界の巨星落つ 林君彦…7

芥川光蔵氏を悼む 眞殿星麿…10

満洲千一夜物語 近藤伊與吉…86

僕の菜園

阿部敏男・松本益雄・竹内節雄・大橋正巳・寺田文次郎・

直木燕洋・山岸守永・高橋康順・佐古茂樹・常松岩熊・

秋田豊作・松島鑑

映画監督の従軍記 黄河制圧 志波西果…24

鸞臺参趨記 (治安部大臣の巻) 工清定…46

O中尉と鯰 和田夜詩緒…34

死よりも強し 尊田是…31

建国讃歌 藤晃太郎・柳生昌勝・富田充・甲斐雍人・石原

沙人・梶原寅次郎・石原�龍刀・大島濤明…61

コーカサスの風物 片岡長冬…49

結核と文学 赤沼茂芳…94

満洲国の陣痛

南嶺賦 聖坂巽…52

寛城子を撃つ 百瀬宏…78

開拓地純愛譚 桃花の丘 井戸川眞則…81

くさめをするペイジ…100

大陸列車時刻表…118
奥付

第十五巻第九号 九月号

康徳９年８月25日印刷

康徳９年９月10日発行

編輯人 岩根正雄 新京特別市崇智胡同六〇一

発行人 城島徳壽 新京特別市崇智胡同六〇一

印刷人 駒越五貞 新京特別市西七馬路14)

印刷所 満洲図書株式会社 (新京特別市西七馬路14)

発行所 月刊満洲社 新京特別市崇智胡同六〇一

定価 一部金六〇銭 半年分 金三圓半 一年分 七圓

編輯部 月刊満洲社編輯部 新京特別市崇智胡同六〇一

営業部 月刊満洲社営業部 撫順市東八條通47

配給元 満洲書籍配給株式会社

定価六十銭 送料三銭・外国二十銭

月刊滿洲 第15卷第10號 10月号 (康徳９年10月)
神奈川県立図書館藏

貯蓄に示せ 十年の底力 (国民貯蓄実践委員会)

目次

表紙 斎藤英一 目次カット 池邊�李

扉 池邊�李

長編小説 新京 坂本牙城…4

気になる言葉 丹波直見…82

望喜樓雜筆 石敢當…16

都市欄

新京…67 大連…45 四平…55 撫順・鞍山…87

蒙古魂 伊地知則彦…40

新京一高三高野球戦 老球狂生…13

女の馬乗り (開拓地風景) 西多麿…78

母ならぬ開拓地の寮母 藤生好夫…88

満洲の狩猟 片山胖…96

猟自慢 金田詮造…94

人物巡禮 鉄路総局設置当時 木部三太…52

綏佳線を探ねて 水野英雄…52

支那人の特殊性 藤田菱花…99

王者の恋・貧者の恋 尊田是…46

国産淡水魚の飼ひ方 柴田清…20

新京の鴉 平岩康煕…104

僕の貯蓄報国

大島博明・飯田博・山崎元幹・土屋高一・清水豊太郎・

野田市太郎・菅原達郎・鈴木＊則・津川哲三・藤井巌・

高橋康順・鈴森源一郎…39

開拓漫画 義勇隊の生活記録 多田坊主…68

身邊雜記 城島舟禮…120

大陸読物

黄河制圧 志波西果…24

高部翁助諜報記 山名正二…49

新版・金色夜叉 和田夜詩緒…112

栗山ナターリヤ 檜山陸郎…56

やつめ鰻の歌 多木伸…90

くさめをするペイジ…109
奥付

第十五巻第九号 十月号

康徳９年９月25日印刷

康徳９年10月10日発行

発行人 城島徳壽 新京特別市崇智胡同六〇一

編輯人 工清定 新京特別市崇智胡同六〇一

印刷人 駒越五貞 新京特別市西七馬路14)

印刷所 満洲図書株式会社 (新京特別市西七馬路14)

発行所 月刊満洲社 新京特別市崇智胡同六〇一

定価 一部金六〇銭 半年分 金三圓半 一年分 七圓

編輯部 月刊満洲社編輯部 新京特別市崇智胡同六〇一

営業部 月刊満洲社営業部 撫順東八條通47

配給元 満洲書籍配給株式会社
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定価六十銭 送料三銭・外国二十銭

月刊滿洲 第15卷第12號 12月号 (康徳９年12月)
神奈川県立図書館藏

貯蓄に示せ 十年の底力 (国民貯蓄実践委員会)

皇軍の戦果燦たる一年 さて､ 銃後のわれ等は如何に闘って来たか？

表紙 斎藤英一 扉 加持正範

今日の戦果を三千年後の子孫に貽せ 住吉勝也…4

大東亜指導民族としての日本人の反省 十數氏…8

随筆

老人の住みよき國を 向野元生

痩せ過ぎ肥り過ぎ 大平得三

婦系図 中川濤

君子さん 大里甚三郎…12

国民勤労奉公制度の根本精神 半田敏治…28

太平洋戦場の怪奇 小野平八郎…24

眞の工場清掃とは 白石竹市…66

望喜樓雜筆 石敢當…82

人物巡禮 木部三太…42

生活科学漫談 寒河江堅吾…62

開拓漫画 義勇隊の生活記録 多田坊主…70

軽金属の話 森永卓弌…40

二十年満語膝栗毛 岡安茂生…30

異民族の特殊性に触れた話

呆れたホーン大尉 菊池秋四郎

現金な張さん 丘偉東…78

北鎮防人の歌 三十數氏…22

芸文祭素描 池邊�李・関合正明・郡菊夫・斎藤英一…34

登張竹風先生古稀祝賀会記 一記者…76

大戦下の生活を顧る座談会

箕浦亨 (国民貯蓄実践委員長宣伝班長)・栗田千足 (満

洲生必会社企画課長)・赤木常磐 (赤木洋行主)・望月百

合子 (丁香女塾長)・小竹森芳子 (新京錦ｹ丘高女教諭)・

田中悦子 (師道大学女子部教授) …94

繪と文 長瀬實…116

『勝ちぬく主婦の唄』 懸賞募集…105

身邊雜記 城島舟禮…119

夕陽は赤し万里城 宮本旅人…108

荘内農民 �りの運動 鈴木芳郎…50

戦場の奇蹟 菊池精…16

くさめをするペイジ…106

都市欄 新京 奉天 吉林 撫順 鞍山 大連 牡丹江…87
奥付

第十五巻第十二号 十二月号

康徳９年11月20日印刷

康徳９年12月10日発行

発行人 城島徳壽 新京特別市崇智胡同六〇一

編輯人 工清定 新京特別市崇智胡同六〇一

印刷人 駒越五貞 新京特別市西七馬路14)

印刷所 満洲図書株式会社 (新京特別市西七馬路14)

発行所 月刊満洲社 新京特別市崇智胡同六〇一

定価 一部金六〇銭 半年分 金三圓半 一年分 七圓

編輯部 月刊満洲社編輯部 新京特別市崇智胡同六〇一

営業部 月刊満洲社営業部 撫順東八條通47

配給元 満洲書籍配給株式会社

定価六十銭 送料三銭・外国二十銭

月刊滿洲 第16卷第１號 新年増大号 (康徳10年１月)
神奈川県立図書館分

貯蓄に示せ 十年の底力 (国民貯蓄実践委員会) 日満軍警慰問委員

会献納

表紙 (拓地の大黒踊) 扉カット 城島英一

国民訓…3

四大将に御揮毫を戴く…17

戦勝の春に寄せて 総務長官武部六藏…4

大東亜戦が吾人の生活に及ぼした影響 十數氏…26

満洲聖蹟遍路 工清定…48

随筆

歴史小説所感 満鉄副総裁 山崎元幹…8

絵画の雄大さ 関東局総長 三浦直彦…8

望喜樓雜筆 石敢當…21

日本古刀の真相 久保孚…86

羊と人生 中村文雄…126

産婦人科漫談 医学博士末吉弥吉…101

北鎮防人の歌 三十數氏詠草…68

青年亜細亜は叫ぶ 鈴木芳郎…115

大戦に映じた日本の真姿 代議士金子定一…59

健民問答 民生部参事官板垣守正…70

(繪と文) 雪の国境 池邊�李…10

(繪と文) 戦陣の新春 長瀬實…104

(繪と文) 漫句 長介・秀麿…47

満洲開拓の夢 開拓総局長 五十子巻三…12

旅のユーモア 谷口新次…45

今期の満洲氷滑界 木谷辰巳…56

大東亜戦の輝く戦果…92

支那人の性情に就て 安芸太郎…73

満支人の特殊性 富杏城…100

大陸行商人点描 長畑博司…18

開拓地に祈る 東宮七男…94

人物巡礼 木部三太…58

開拓漫画 義勇隊の生活記録 多田坊主…121

代用食ナンセンス 十數氏執筆…6

兵隊さんよ有難う 六氏執筆…131

満鉄列車乗務員座談会…76

くさめをするペイジ…16

都市欄

新京 吉林 奉天 撫順 鞍山 大連…110

身邊雜記 城島舟禮…147

大陸読物

白き遺書 百瀬宏 日高大三畫…28

慨嘆院行状記 天野光太郎 木下一石畫…108

長編小説 新京 阪本牙城 阪本牙城畫…62
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観光小説 撫順 柏野葉路 城島英一畫…134

傑作埋め草 小林茗八…99,101
奥付

第十六巻第一号 新年増大号

康徳９年12月20日印刷

康徳10年１月10日発行

発行人 城島徳壽 新京特別市崇智胡同六〇一

編輯人 工清定 新京特別市崇智胡同六〇一

印刷人 駒越五貞 新京特別市西七馬路14)

印刷所 満洲図書株式会社 (新京特別市西七馬路14)

発行所 月刊満洲社 新京特別市崇智胡同六〇一

定価 一部金六〇銭 半年分 金三圓半 一年分 七圓

編輯部 月刊満洲社編輯部 新京特別市崇智胡同六〇一

営業部 月刊満洲社営業部 撫順東八條通47

配給元 満洲書籍配給株式会社

本号ニ限リ定価七十銭

送料三銭・外国二十銭

月刊滿洲 第16卷第２號 ２月号 (康徳10年２月)
神奈川県立図書館藏

貯蓄に示せ 年の底力 (国民貯蓄実践委員会) 日満軍警慰問委員会

献納

表紙 (喇嘛の跳鬼 ｢菩薩の舞｣) 城島英一

興農の春に誓ふ 興農部次長稲垣征夫…4

勝ちぬく主婦の唄入選発表…12

本誌の三大歌詞懸賞募集

傷痍軍人の捧ぐる歌…112

開拓青少年義勇隊激励歌…113

拓地種子まき唄…113

望喜樓雜筆 石敢當…36

支那人の性情に就て 安芸太郎…68

民謡に見る支那の女 稲川浅二郎…123

新聞・雑誌・放送・映画への要望 十數氏…81

旅のユーモア 谷口新次…98

米人気質の片鱗 納富重雄…49

満洲聖蹟遍路 工清定…52

随筆

婦人科漫筆 斎藤護邦…16

一束の資料 芝田研三…17

日本古刀の真相 久保孚…28

北鎮防人の歌 三十數氏…34

兵隊と姑娘 長瀬實…102

明治神宮に錬成する 山口直一…92

人物巡礼 木部三太…43

土にぬかづく人 東宮七男…8

国境開拓地夜話 小野卯一…66

開拓漫画 義勇隊の生活記録 多田坊主…61

岩手村開拓団訪問記 城島英一…89

どうして？ 小林茗八…80

なんせん詩 石長介…7

銃後十句 武田逐天…133

燦然たる歴史 和田義雄…57

川柳羊のうた 大島濤明…27

女学生の詩三題 山本千鶴子…93

支那笑話…125

｢勝ち抜く主婦の日記｣ 募集…91

民族の精神王国秘密結社 平山堂主人…84

戦野へのはな束 女性數氏…134

都市欄 新京 奉天 撫順 大連…94

大陸読物

時局小説 藤晃…18

時局小説 頭彩十萬圓当籤 丘偉東…74

再起実話 左手の恋 磯濱太郎…104

長編小説 炭都の人々 柏野葉路…126

山西作戦敵前座談会…114

編輯後記…136
奥付

第十六巻第二号 二月号

康徳10年１月20日印刷

康徳10年２月10日発行 (禁無断転載・上演)

発行人 城島徳壽 新京特別市崇智胡同六〇一

編輯人 工清定 新京特別市崇智胡同六〇一

印刷人 駒越五貞 新京特別市西七馬路14)

印刷所 満洲図書株式会社 (新京特別市西七馬路14)

発行所 月刊満洲社 新京特別市崇智胡同六〇一

定価 一部金七〇銭 半年分 金四圓二十銭 一年分 八圓四十銭

編輯部 月刊満洲社編輯部 新京特別市崇智胡同六〇一

営業部 月刊満洲社営業部 撫順東八條通47

配給元 満洲書籍配給株式会社

定価七十銭

送料三銭・外国二十銭

月刊滿洲 第16卷第３號 ３月号 (康徳10年３月)
神奈川県立図書館分

貯蓄に示せ 十年の底力 (国民貯蓄実践委員会)

表紙 (少年義勇隊) 城島英一

目次カット (蒐荷) 日高大三

在満日本人に訴ふ 鈴木芳郎…92

(国民歌) 戦ひはこれからだ…124

決戦標語 いろは歌留多 高宮葉子…86

大東亜のおばけ 松川平八…54

生産陣営に聴く 大垣撫順炭礦長…118

大陸評論の最高峰 望喜樓雜筆 石敢當…13

長編小説 隣組 奉天 藤晃…22

随筆

医者泣かせ白粉 新京医科大学学長 山口清治…49

採炭随想 開 炭礦礦務局長 中島亀吉…31

私の八方塞がりの卦 満洲医科大学教授 寺田文次郎

…53

石敢當を讃へる 国務総理秘書官 松本益雄…7

ホルモンクリームの製法 浅田病院長浅田倫治… 34

人違ひ漫談 満洲採金会社理事 赤瀬川安彦…45
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日露戦争の病院船の話 天野光太郎…102

おほつくの海 大東亜省 片岡長冬…8

漫画 開拓地日満協和図 多田坊主…15,123

明朗兵隊言葉 美加久節…43

長編小説 新京 阪本牙城…80

満洲聖蹟遍路 工清定…85

葉書回答 僕の戦時色 三十數氏…99

北鎮防人の歌 三十數氏…48

戦野へのはな束 女性數氏…130

現地作品第二下士官室 和田義雄…72

本誌の三大歌詞懸賞募集…47

処女生殖 尊田是…56

人物巡礼 木部三太…106

民謡に見る支那の女 稲川浅二郎…11

竈王の祭 嘉村満雄…50

開拓民諸君に贈る 満洲農家俗諺集 藤田菱花…32

実話 陳家の犬 水野きよ子…59

都市欄 新京 奉天 吉林 撫順 大連…68

くさめをするペイジ…129

敦化県の人口疎散と帰農運動 野口文治…125

開拓増産挺身隊頌 一記者…119

山名正二夫人の訃…98

勝ちぬく主婦の日誌懸賞募集…101

勝ちぬく主婦の唄 山田静…28

日満同字異義番附…113

身邊雜記 城島舟禮…122

満洲の冬 山本四郎…105

淡青い早春 女性六氏…126

孟家屯の秋 赤沼茂芳…18

或る支那の結婚契約書…128

編輯後記…132

関東軍報道隊演習より 城島英一…114

長編小説 炭都の人々 柏野葉路…35
奥付

第十六巻第三号 三月号

康徳10年２月20日印刷

康徳10年３月10日発行 (禁無断転載・上演)

発行人 城島徳壽 新京特別市崇智胡同六〇一

編輯人 工清定 新京特別市崇智胡同六〇一

印刷人 駒越五貞 新京特別市西七馬路14)

印刷所 満洲図書株式会社 (新京特別市西七馬路14)

発行所 月刊満洲社 新京特別市崇智胡同六〇一

定価 一部金七〇銭 半年分 金四圓二十銭 一年分 八圓四十銭

編輯部 月刊満洲社編輯部 新京特別市崇智胡同六〇一

営業部 月刊満洲社営業部 撫順東八條通47

配給元 満洲書籍配給株式会社

定価七十銭

送料三銭・外国二十銭

月刊滿洲 第16卷第４號 ４月号 (康徳10年４月)
神奈川県立図書館分

儲蓄しませう､ 勝つために (国民儲蓄実践委員会)

表紙 城島英一

歴史の転換 北條秀一…72

己先ず燃えよ 日高輝人…65

大陸評論の最高峰 望喜樓雜筆 石敢當…58

生産陣営に聴く 久保田昭和製鋼所理事長…7

四百余州に漲る神秘力 燕楚山人…68

英霊母国に帰る 専光寺徹…12

開拓地に祈る 東宮七男…76

勝ちぬく主婦の唄 江崎方基…19

青田の話 天野光太郎…25

都市欄

新京 奉天 大連 撫順 鞍山 哈爾浜…95

陣中勇士慰問掌篇 馬鹿口も時に薬 小林茗八…57

随筆

成吉思汗と馬と鉄道 満鉄新京支社次長 神守源一郎

…44

醫家随想 小平島保養隊長醫博 佐々虎雄…15

東宮先生と私 満洲図書経理課長 加藤孝之… 122

狐を飼った話 新京幼稚園 大山默笑…123

民謡に見る支那の女 稲川浅二郎…27

人物巡礼 木部三太…100

葉書回答 第二世命名因縁 二十數氏…112

葉書回答 新入滿の若人へ 十數氏…114

北満国境の感激 城島英一…125

義勇隊漫画 土を描く 眞柴眞…73

満洲人の分娩奇習 浅田倫治…106

北鎮防人の歌 二十數氏…63

満洲聖蹟遍路 工清定…84

阿倍仲麿公傳 一氏義良…29

敬文泰と特別任務班 影山辰雄…35

緬甸戦線より 井崎乙比古…70

ひむがしの空 天野耿彦…25

莨ケースに題す 中村貘…52

仔犬その他 刈米砂吐子…90

在郷将校を讃ふ 佐藤旭…120

早春雑詠 (俳句) 吉田橙子…82

川柳二人抄 東辺道・一風…61

暴言…94

編輯後記…132

満洲 伝説 動物 平岩康煕…8

大陸読物

長編小説 隣組奉天 藤晃…48

長編小説 新京 阪本牙城…116

苗族勇婦 秦良玉 大乗寺誠…16

佳木斯の灯 多木伸…107

第二下士官室 和田義雄…37

在満国民学校児童作品集…128
奥付

第十六巻第四号 四月号

康徳10年３月20日印刷
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康徳10年４月10日発行 (禁無断転載・上演)

発行人 城島徳壽 新京特別市崇智胡同六〇一

編輯人 工清定 新京特別市崇智胡同六〇一

印刷人 駒越五貞 新京特別市西七馬路14)

印刷所 満洲図書株式会社 (新京特別市西七馬路14)

発行所 月刊満洲社 新京特別市崇智胡同六〇一

定価 一部金七〇銭 半年分 金四圓二十銭 一年分 八圓四十銭

編輯部 月刊満洲社編輯部 新京特別市崇智胡同六〇一

営業部 月刊満洲社営業部 撫順東八條通47

配給元 満洲書籍配給株式会社

定価七十銭

送料三銭・外国二十銭

月刊滿洲 第17卷第６號 ６月号 (康徳11年６月)

表紙 佐藤甫 目次カット 赤羽末吉

勝って討つの生活建設 矢野寅雄…56

東航紀行 五十子巻三…22

大陸評論 望喜樓雜筆 石敢當…16

満洲隣組 (随筆) 緒方昇…6

面子のこと (随筆) 濱本一人…8

銃後の突撃 前線に続け

巻頭言 中谷實…5

大塚儲蓄科長に 『必勝儲蓄票』 を聴く…45

五萬圓の夢 聖坂巽…40

儲蓄 (決戦川柳) 大島濤明選…54

儲蓄總進軍 (漫画) 一刀研二…41

せいめいほけん 辻友親…74

儲蓄小説入選作品 いり豆 今川謙作 関合正明畫…28

儲蓄小説入選作品 孀はなぜ怒ったか 山本絃之介 高田

義雄畫…49

懸賞短編小説当選発表…15

馨音 (短歌) 川上種美…20

国策短編小説集…33

初夏の銀幕…62

決戦都市の風貌 鞍山・撫順・大連・奉天

北鎮防人の歌 編輯部選…54

木銃 (決戦川柳) 大島濤明選…66

別荘の主 箕浦亨…68

国都を育てた街の人々 天野光太郎…58

ヒリツピン戦記 火焔 斎藤芳郎 堀内厳畫…10

追悼城島舟禮

関東軍報道部 中佐生野仁…82

弘報処長 市川敏…83

操觚界代表 和田日出吉…84

芸文界代表 古丁…84

友人総代 平島敏夫…85

舟禮君の追憶 佐々木到一…88

寒舟禮の句 小村鳥巣人…88

佛さま 五百旗頭佐一…90

痛惜舟禮先生 石原巌徹…91

撫順時代 大野審雨…94

弔句 中塚一碧楼…89

満洲を去る 天野光太郎…94

人間城島さん 山名正二…95

追憶とおわび 田村敏雄…97

佛心 金丸精哉…98

香� 山口愼一…99

彷彿来舟禮城島君 結城清太郎…86

身辺雑記 (遺稿) 城島舟禮…87
奥付

第十七巻第六号 六月号

康徳11年５月20日印刷

康徳11年６月10日発行 (禁無断転載・上演)

発行人 城島英一 新京特別市崇智胡同六〇一

編輯人 工清定 新京特別市崇智胡同六〇一

印刷人 都富＊ 新京特別市五馬路107

印刷所 満洲図書株式会社 (新京特別市五馬路107)

発行所 月刊満洲社 新京特別市崇智胡同六〇一

定価 一部金一圓 半年分 六圓 一年分 十二圓

編輯部 月刊満洲社 新京特別市崇智胡同六〇一

配給元 満洲書籍配給株式会社

定価一圓

月刊滿洲 第18巻第５号 ５月号 (康徳12年５月)

敢闘の範を仰ぐ 寒河江堅吾…12

望喜樓雜筆…石敢當…8

一つの示唆 坂野亀一…5

民族協和への苦言 嘉村滿雄…16

満洲移動演劇襍記 藤川研一…24

家族と共に勅諭を奉誦して

帝国在郷軍人会新京順天分会 永安班…34

ずゐかん・さんだい

馬糞拾ひ 高山謙介…2

理科の先生 文科の先生 轟力蔵…3

政治について 榛葉英治…4

今ぞ出せ! (漫画) 佐久間晃…45

八日初顔合せ会記…19

開拓地面白ばなし 阪本牙城…14

北満釣り日記より 森野仲太…15

戦ふ山三題 高島榮二…32

戦争とデマ 平田春夫…22

ぼしうとはつぺう

北鎮防人の歌 編輯部選…50

北鎮防人の句 吉田橙子選…51

決戦川柳 (植樹) 大島濤明選…52

悼 伊藤亀城君 詩 天野實…58

北鎮防人の歌

素枯野 大西武利…4

晴れつづく 豊島博男…23

月の暈 長岡秀範…33

国民手帳 １問１答

浪曲台本 必殺の血文字 櫻田史郎…37
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長編小説 �琿城 筒井俊一 今井一郎畫…40

当選小説 黒土の薫り 鈴木總明 関合正明畫…28

長編小説 白蘭は散らず 大庭さち子 堀内厳畫…59

決戦都市風貌 (大連・牡丹江・哈爾浜・斉斉哈爾・興安・

撫順・鞍山) …53
奥付

第十八巻第五号 五月号

昭和３年12月22日 第三種郵便物認可

康徳12年４月20日印刷納本

康徳12年５月10日発行 (禁無断転載・上演)

発行人 城島英一 新京特別市崇智胡同六〇一

編輯人 工清定 新京特別市崇智胡同六〇一

印刷人 吾妻力松 新京特別市大同大街601

印刷所 八紘印刷株式会社 (新京特別市大同大街601)

発行所 月刊満洲社 新京特別市崇智胡同六〇一

配給元 満洲出版配給協会 新京特別市五馬路107

定価 一部金一圓五十銭 半年分 九圓 一年分 拾八圓
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城島舟禮追悼 (康徳11年６月)城島舟禮 (昭和４年10月号) 城島舟禮 (昭和10年12月)
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中国遼寧省の瀋陽市図書館で調査をするのはこれで３度

目になる｡ これまで２度の訪問は市政府広場の図書館であっ

たが､ 今回は､ 2005年に五里河公園に新館が建設されたこ

ともあり､ この新図書館の見学かたがた資料閲覧に出かけ

てみた｡

この報告では､ 瀋陽市図書館の沿革を概観した上で､ 以

前２回の訪書時に閲覧した資料も含めてこの図書館でみる

ことのできた資料のいくつかを紹介してみたい｡ なおこの

瀋陽市図書館をふくめた中国東北部の旧日本語資料につい

てのこれまでの訪書は､ ｢東北三省訪書の旅 瀋陽・哈爾浜・

長春 2001年10月｣ などとして報告したところであり､ そ

れもあわせてご参照願えれば幸いである (『｢満洲国｣ 資料集

積機関概観』 に所収､ 2004年 不二出版)｡

瀋陽市図書館略史

まず瀋陽市図書館の歴史を､ 瀋陽市図書館ホームページ

の ｢大事記｣ (http://www.sylib.net/sub/library/dsj.htm 2007

年９月30日アクセス) なども参考にしながら簡単に記して

おく｡

新館 (2006年８月)

該館は､ 1907 (清光緒33) 年､ 奉天提学使張鶴齢が東三

省総督の認可を得て開設し奉天図書館と命名したことにそ

の歴史は始まる｡ そして翌1908年には､ 大南門内の提学使

署前に新館を完成させて館名を奉天省城図書館とした｡

1909年には東華門路 (清丈公所院内)､ 1916年には城外の

大東区大什字街口路南に移動し､ 館名も幾度か変える｡ さ

らにまた奉天市の予算も状況がきびしくなったことから､

奉天市から奉天省教育庁へと管轄を変えたりもした｡

1931年９月に満洲事変が起り､ 翌年１月には地方維持会

により市政公署の管轄となって奉天市立図書館と名乗った｡

その後市政公署の財政事情が悪化し､ ３月には奉天省の管

轄となり奉天省立図書館と改称して７月28日にあらためて

開館した｡

そして1937年12月､ 満洲国の治外法権撤廃にともない､

満鉄沿線の満鉄図書館は､ 大連図書館・奉天図書館などい

くつかの図書館を満鉄に残し他の多くが満洲国に移譲され

る｡ 奉天では､ 満鉄奉天図書館が満鉄に残ったが､ 八幡町

図書館は満鉄から満洲国へと移管されることとなった｡ そ

して旧来の奉天省立図書館も､ 1938 (康徳５) 年１月にふ

たたび奉天市に移管となり奉天市公立瀋陽図書館と称して

中国人向けの図書館となり､ 日本人向けの八幡町図書館と

共に､ 奉天ではこの二館が並立する形となる｡ 瀋陽図書館

の館長には片岡憲三が､ 八幡町図書館には井上正義が館長

に就任した｡

翌1939年７月には､ 奉天省の図書館が寄って奉天省図書

館聯合研究会を結成し､ その部会を､ 第一部日系研究会､

第二部満系研究会とした｡ 聯合研究会の会長は奉天省民生

庁長馬冠標で､ 副会長には井上正義奉天市公立八幡町図書

館長および片岡憲三奉天市公立瀋陽図書館長が選出されて

いる｡ そして日本人向け図書館の研究のための第一部日系

研究会は八幡町図書館の井上が､ 中国人向け図書館の研究

のための第二部満系研究会は瀋陽図書館の片岡がそれぞれ

責任者となり､ 奉天省全域の日満の図書館活動については､

この奉天市の両図書館が中心的な役割を果たしていくこと

になる (岡村敬二 ｢奉天省図書館聯合研究会の創設と活動｣ 『｢満洲

国｣ 資料集積機関概観』 に詳述した｡ なお ｢満系｣ というのは当時の

呼称で中国系ということである)｡

こうした満洲国の奉天省図書館聯合研究会であるが､ こ

の聯合研究会については先の瀋陽市図書館のホームページ

｢大事記｣ にも言及がある｡
1939年７月21日 奉天省図書館聯合会成立｡ 聯合会由各開原､ 鉄

嶺､ 撫順､ 遼陽鞍山等図書館組成｡ 奉天省民生庁丁長申振先任会

長｡ 我館片岡憲三任副会長｡ (簡体字は日本語の字体に直した)

ここには､ ｢我が館の片岡憲三が副会長に就任した｣ と

あり､ この瀋陽市図書館の歴史沿革にあっては､ 満洲国時
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瀋 陽 市 図 書 館 訪 問 記 2006年８月
資料紹介１ 『満洲国 大学専門学校入学試験問題・解説 附､ 入学須知』
資料紹介２ 『新京図書館月報』
資料紹介３ 『東北図書館図書分類表』

岡村 敬二
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代の奉天市公立瀋陽図書についてもその歴史の一部が加え

られている｡

また ｢大事記｣ の1945年の項目には､ 日本が投降したの

ち該館はまず国民党政府が接収して瀋陽市立図書館と名づ

けたこと､ さらに ｢九三勝利｣ の後国民党瀋陽市政府は八

幡町図書館を接収して瀋陽市立図書館和平分館と名づけた

とも記載されている｡ この件については､ 瀋陽市図書館の

ホームページの ｢瀋陽文化｣ ｢２､ 偽満奉天文化｣ の項に

おいて､ 現在の張学良故居博物館である満洲国立奉天図書

館について説明したのち､ 奉天市八幡町図書館は現在の和

平区図書館の前身である､ との記述もみられ､ それが現在

の市図書館の認識でもあるようだ (ただ現在=2007年10月７日

ではページが更新中のようでありみることができない)｡

戦後に国民党瀋陽市政府が八幡町図書館を接收して瀋陽
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『大奉天新区画明細地図』 (附属地､ 商埠地､ 城内部分) 康徳６年２月 満洲日日新聞社｡ 下図はその拡大｡

奉天城内地図 (同上) 奉天満鉄附属地地図 (同上)

地図には､ 附属地の満鉄奉天図書館・奉天市公立八幡町図書館､ 城内の満洲国立奉天図書館・満鉄公所の記載がある｡ 地図上に少し大き
い字であるものは筆者の補記である｡



市立図書館和平分館としたこと､ ともに和平区で図書館網

としては同一のサービス対象である､ ということによるの

であろうが､ 八幡町図書館は現在の和平区図書館とは距離

的には少し離れて存在している (別掲写真 和平区図書館)｡

さて､ 先の市図書館ホームページの聯合研究会について

の説明では､ 申振先が聯合会の会長として就任したとある

のだが､ 実際は創設当初には民生庁長馬冠標が会長に就任

しており､ 申は第二代の会長であった｡ 1940 (康徳7) 年

５月に馬が総務庁官房参事官として転出するにともない､

後任として庁長に就いた申振先が聯合研究会の会長に任じ

られたのである｡ なおこの馬冠標は東京高等師範学校地歴

科の卒業でのちに建国大学教授に就任している (履歴は 『昭

和15年 満洲紳士録』 による)｡ そしてまたここには奉天省図書

館聯合会とあるが､ 正しくは奉天省図書館聯合研究会であ

る｡

沿革にもどると､ 1945年８月､ 日本敗戦にともない奉天

市公立瀋陽図書館は､ 国民党政府が接収し館名を瀋陽市立

図書館と改め､ 八幡町図書館も国民党瀋陽市政府が接收し

て瀋陽市立図書館和平分館とした｡ さらに翌年市政府は､

大南門内の旧満鉄公所址へと図書館を移してこれを市立図

書館としている｡ (写真 旧瀋陽市立図書館､ 現瀋陽市少年児童図

書館｡ なお前掲拙論 ｢東北三省訪書の旅瀋陽・哈爾浜・長春 2001年1

0月｣ では､ 満洲国時代この地を瀋陽図書館の所在地であると記した

がこれは誤りである｡ ここで訂正しておきたい)｡

その後瀋陽にも人民政府が進駐し､ 瀋陽市人民図書館と

して1949年３月あらためて開館することになる｡ そして

1953年瀋陽市図書館と改称し､ 1991年には瀋河区北京街五

号に移り翌年５月に正式開館した｡

さらに2005年には五里河公園の沈河区青年大街205号に

新館を建設し､ 科学館・少年活動センターと並んでサービ

スを開始したのである｡ 現蔵書183万という｡ 今回訪れた

のは､ この新しくなった瀋陽市図書館である｡

このような沿革を持った瀋陽市図書館であるが､ 旧日本

語資料については､ 満洲国時代の奉天市公立八幡町図書館

の蔵書がこの図書館に継承されたわけではない｡ 戦後､ 哈

爾浜・長春・瀋陽の図書館など旧日本機関に所蔵されてい

た資料の一部は､ 哈爾浜市に成立した東北図書館籌備処に

まず集められ､ その後それは瀋陽に移されてさらに収集が

継続された｡ そして1955年になり､ それらの資料のうち複

本を持つ社会科学・文学・史学類が､ 北京図書館や中国人

民大学図書館など大学図書館や研究機関に割り当て支給さ

れ､ また吉林省図書館や黒龍江省図書館などにも寄贈移管､

さらに瀋陽市図書館にも移されるという経緯を経ているの
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現在の瀋陽市和平区図書館 (2006年８月撮影)

旧瀋陽市立図書館 (2006年８月撮影)

門内､ 現在は瀋陽市少年児童図書館 (同年撮影)

市政庁広場の旧瀋陽市図書館 (2002年10月撮影)

現在の瀋陽市図書館入り口 (2006年８月撮影)



である｡ この東北図書館は遼寧省図書館と改称されて現在

に至っている｡ そうしたことから､ 中国東北部の図書館で

は､ 大連図書館を別にすれば､ 旧蔵資料をそのまままとめ

て継承した図書館はないということになる｡

以上の沿革をふまえて､ ここでは以前の市政府広場の瀋

陽市図書館時代に閲覧した資料をふくめこの瀋陽市図書館

でみることができた資料を２､ ３紹介していく｡

＝資料紹介１＝
『満洲国 大学専門学校入学試験問題・解説
附､ 入学須知』

これは､ 奉天南満中学堂教諭の福士匡および同中学堂教

諭岩沢巌の共編､ 康徳5 (1938) 年６月､ 奉天の東方印書

館の刊行である｡ 1938 (康徳５) 年度の満洲国内の大学､

専門学校､ 大学予科および日本留学生資格試験問題を集め

て解説した受験参考書である｡ 日本語と数学はどの学校で

も課せられる科目であるとのことで､ これには解説もつい

ている｡

ここに収録されているのは､ 留学生資格試験・建国大学
(満人之部・蒙人之部)・師道高等学校・奉天農業大学・哈爾

浜工業大学・司法部法学校・新京医科大学・工鉱技術員養

成所・満洲医科大学 (予科・専門部・薬学専門部)・旅順工科

大学予科である｡

ここにある建国大学とは､ 民族協和を建学精神として康

徳５ (1938) 年に新京に設置された大学で､ 前期３年後期

３年､ さらに大学院も設けられ､ 満洲国発展の原動力とな

る人材を養成する大学であった｡ 吉林師道高等学校は､ 師

道学校・国民高等学校・女子国民高等学校の教師を養成す

るいわゆる高等師範学校で､ 学資の補給制度があり受給者

は在学期間の1.5倍､ 私費生は在学期間の二分の一の期間

の服務義務が課せられている｡ 奉天農業大学は奉天西北の

搭湾に所在する大学で､ 農学科・林学科・獣医学科を持ち

修業年限は３年である｡ 哈爾浜工業大学は土木・建築・電

気・機械・応用科学・採鉱冶金の各学科からなる大学で修

業年限は４年である｡ 司法部法学校は第一部甲班学生と募

集要項にはあり､ 年限は３年､ 合格すれば月17円の学費が

支給され､ 卒業後は無試験で学習法官に任官される｡ そし

てそれを半年から１年半実務修習することで審判官または

検察官に任用されるというものであった｡ ただ卒業後は5

年間司法部法院または検察庁の職員を勤める義務を負って

いた｡ 新京医科大学は修業年限４年､ さらに工鉱技術員養

成所については修業年限２年で､ 合格者は寄宿舎に入り学

費も支給され卒業後は政府機関や特殊会社・民間会社に斡

旋されて就職できるものとされていた｡ 以下､ 内容につい

ては目次をもって示すこととしたい (なおここにでる ｢満語｣

とは中国語､ ｢満文｣ は中国語の文章といった意味である｡ 国籍法が

定められなかった満洲国にあって､ これらはあいまいで矛盾にみちた

言葉であった｡ これについては中見立夫 ｢歴史のなかの“満洲”｣

『環』 10号 に言及がある)｡

目次
一､ 問題と解説

(一) 日本語問題及解説

・留学生資格試験・建国大学 (満人之部)・建国大学 (蒙人之部)・師

道高等学校・奉天農業大学・哈爾浜工業大学・司法部法学校・新京医

科大学・工鉱技術員養成所・満洲医科大学予科､ 専門部､ 薬学専門部・

旅順工科大学予科

(附) 康徳五年度日本語入試問題種別統計

(二) 国民道徳問題

・留学生資格試験・師道高等学校・哈爾浜工業大学・司法部法学校

(三) 満語及蒙語問題

・留学生資格試験 (満人之部)・留学生資格試験 (蒙人之部)・建国大

学 (満人之部､ 蒙人之部)

・師道高等学校・奉天農業大学・哈爾浜工業大学・新京医科大学・満

洲医科大学予科附属予備科

(四) 歴史問題

・留学生資格試験・建国大学 (満人之部)・建国大学 (蒙人之部)・師

道高等学校

(五) 地理問題

・建国大学 (満人之部)・建国大学 (蒙人之部)

・師道高等学校

(六) 博物問題

・留学生資格試験 ・師道高等学校 ・奉天農業大学 ・哈爾浜工業大

学 ・満洲医科大学予科､ 専門部､ 薬学専門部

(七) 数学問題及解説

・留学生資格試験・建国大学 (満人之部)・建国大学 (日､ 鮮､ 台人

之部)・建国大学 (蒙人之部)

・師道高等学校・奉天農業大学・哈爾浜工業大学 (満人之部)・哈爾

浜工業大学 (日人之部)・司法部法学校・新京医科大学・工鉱技術員

養成所 (満人之部)・工鉱技術員養成所 (日人之部)

・満洲医科大学予備科・満洲医科大学専門部､ 薬学専門部・旅順工科

大学予備科

(附) 康徳五年度数学入試問題種別統計

(八) 英語問題

・留学生資格試験・師道高等学校・工鉱技術員養成所・満洲医科大学

予科及予備科

(九) 物理､ 化学問題

・留学生資格試験・師道高等学校・哈爾浜工業大学・新京医科大学 ・

工鉱技術員養成所 (満人之部)・工鉱技術員養成所 (日人之部)・満洲

医科大学予科及附属予備科・満洲医科大学専門部､ 薬学専門部

二､ 入学須知 (入学案内)

・留学生資格試験・留学生予備校・建国大学

・師道高等学校・奉天農業大学・哈爾浜工業大学・司法部法学校・新

京医科大学・工鉱技術員養成所・満洲医科大学予科・旅順工科大学予

備科

三､ 各種統計表

(一) 各学校試験科目表

(二) 各学校入学志願者ト合格者トノ比較表

これらのうちかから､ ｢(一) 日本語問題及解説の建国大

学 (満人之部)｣ の問題を紹介してみる｡ それは次のよう
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な問題であった (なお本書は縦書きである)｡

１､ 左記ノ日文ヲ満文ニ譯セヨ

(一) 榮誉幸�ノ源ハ勞働ナリ､ 額ニ汗シテ職責ヲ完ウシタル時ノ

愉快ハ､ 取リモ直サズ勞働ニ對スル褒賞ニシテ､ 其ノ愉快ハ､ 勞力ノ

多少ニ正比例スルモノナリ｡ 然ルニ怠惰ナル人ハ此ノ愉快ヲ知ラズ｡

彼等ノ生涯ガ常ニ祭日ノ如ク､ 休暇ノ連續ナルヲ以テ､ 眞ノ休養ノ面

白味ヲ解スルコト能ハザレバナリ｡ 勞働セザル者ハ身體強健ナルヲ得

ズ､ 勞働後ノ快樂ヲ知ルコトヲ得ズ､ 社會ノ爲ニ盡スコトヲ得ズ､ 從

ツテ社會ニ度外視セラレテ､ 一生ヲ孤獨ノ中ニ送ラザルヲ得ズルベシ｡

勞働ノ人生ニ價値アルコト知ルベキニヤアラズヤ｡

(二) 昔ハ最モ自然ノ物資ニメグマレタ國ガ､ 最モ富ンダ國デアツタ

ガ､ 今ハ國民ノ最モ活動スル國ガ､ 最モ富ンダ國デアル｡

２､ 次ノ滿文ヲ日語ニ譯セヨ

(一) 満洲事變以来對於滿日両國�年､ 尤其學於最高學府､ 将來可

立於滿日兩國指導者立場､ 有爲的�年､ 使其知暁滿洲建國的意義滿洲

事變的原因和滿日不可分離的關係､ 並使他們對於滿洲國皆有深切的關

心和研究心､ 國家這�成立建國大學以便實行計畫此實爲兩國將來由衷

心所喜悦的｡

(二) 習慣爲第二的天性､ 所以非把國民的好習慣養成､ 惡習慣除去

不可｡

この建国大学は､ 民族協和を建学精神とした満洲国の幹

部養成の大学でもあり､ そうしたことからいずれの問題に

ついても､ 満洲国や建国大学の意義を再認識させる内容の

ものとなっている｡ 日訳の (二) など､ ｢習慣は第二の天

性である｡ 故に国民の善い習慣は之を養成させ､ 悪い習慣

は之を除去させる様にしなければならぬ｣ というのが､ こ

こに示された模範解答であるが､ これは満洲国建国にあたっ

てのひとつの理念であるとも言えようか｡

他に師道高等学校では会話の誤りを正させる問題で､

｢春が成りましたね｣ ｢ええ｡ もう寒いないです｣ ｢外で散

歩するのは愉快します｣ などが出題されている｡ また俳句

の日本語での評釈では､ ｢月天心貧しき町を通りけり｣ ｢明

月を取って呉れろと泣く子かな｣ ｢秋深き隣は何をする人

ぞ｣ ｢木の枝の瓦に触る暑さかな｣ ｢菜の花や月は東に日は

西に｣ ｢山は暮れて野は黄昏の芒かな｣ が出され､ この六

題から三題を選択して日本語訳を書かせる問題であった｡

奉天農業大学で出題された漢字の読みについては､ 例え

ば ｢義捐｣ ｢心得｣ ｢括弧｣ ｢杜撰｣ ｢朗讀｣ ｢帳場｣ ｢俄雨｣

｢早稲｣ ｢割戻｣ など20題､ また漢字を書かせる問題では､
ガッコウ ( ) を建てて我等をキョウイク ( ) しカンチョウ

( )・ケイサツ ( )・グンタイ ( ) 其の他シュジュ ( ) の

キカン ( ) をモウ ( ) けて…､
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表１ ｢(附) 康徳五年度日本語入試問題種別統計｣

○印中の数字は１題中の数量を示す｡ ⑤は五問｡ 長は長文のもの｡ ⑩カナツケは ｢仮名付け｣ も問題中にでているもの｡



と片仮名の単語を漢字にかえるものであった｡ これらはい

ずれも日本語の語彙についての力を確認しようとする出題

であったといえるが難度は高い｡

さて次に､ 各大学で出題された日本語問題の種別につい

てまとめられたものが本書に収載されているのでそれを示

しておく (表１｡ なお横書きとし､ 現代かな遣いに直した)｡

ここにあがるこの年度だけで傾向などを論じることは出

来ないが､ この表を見た限りでは､ 建国大学の中国人学生

には､ 日本語の読解力および日本語の文章力が重視されて

いるようにみえ､ 学生への期待と責任を感じさせる｡ また

(吉林) 師道高等学校は､ 師道学校・国民高等学校・女子

国民高等学校の教師を養成する教育目的という大学の性格

もあってか､ 俳句の評釈が出題されており､ 鑑賞するとい

う面も考慮されている点が目を引く｡ 医科大学や工業大学

で単語や仮名付けなどがよく出され､ これらはいわゆる受

験の国語といった様相ではある｡ このように学校の性格を

も幾分加味した出題がみられるが､ 全体としては､ やはり

口語訳や日本語訳・中国語訳など日本語の文章能力をみる

ための問題が基本になっている｡

次に本書巻末に附された ｢各種統計表｣ のうち､ 試験科

目の一覧を表２として掲げる｡

当然ながら日本語は全学校で課せられている｡ 歴史につ

いては､ 留学生と建国大学・師道高校のみで､ 他の大学で

は試験科目として採用していない｡ 日本歴史についてはま

だこうした受験に向かう参考書など出版の体制が充分にで

きていないということもあろうが､ それでもやはり､ 建国

大学や師道大学では地理とともに歴史は必須の科目とみな

されていたようだ｡ 建国大学では政策立案や実践面で歴史・

地理は必須の知識とみなされていたのであろう｡ 師道高等

学校でも幅広い知識を身に付けることが要請されてのこと

であろう｡ なお師道高等学校ではもちろん受け持ちの各教

科に合わせた科目の試験も実施されている｡

さいごは､ 志願者数および合格者数とその倍率などであ

る (表３)｡ なおこの倍率については､ 志願者÷合格者と

して筆者が追記した｡

倍率をみる限りでは､ 建国大学が高倍率をみせている｡

満洲国では幹部候補養成のエリート大学との認識からであ

ろうか｡ また法学校にあっても､ 卒業後には司法界に進め

ることが確実でありここも人気は高い｡ この両校はいずれ

も受験生を第一次選抜で絞った上での二次試験である｡

康徳５ (1938) 年度 『満洲国 大学専門学校入学試験問

題・解説 附､ 入学須知』 の紹介は以上である｡ この前年

の1937 (康徳４) 年12月には満洲国の治外法権も撤廃とな

り､ この康徳五年度というのは､ 文字通り満洲国が ｢国家｣

としての体制を整えていく新たなスタートの年にあたって

いる｡ 本書は､ こうした時期における高等教育機関への受

験といった教育事情をうかがうことができるとともに､ 満

洲国に住まう人たちがあの時代の満洲国において､ どういっ

た位置を占めようと志向していたのかといった､ 社会事情

の一端を示すものとして興味を引かれる資料である｡

＝資料紹介２＝
『新京図書館月報』

新京図書館の前身は満鉄長春図書館である｡ 1932年３月

１日に満洲国が成立して国都を長春とし､ ただちに改めて

新京と命名した｡ この 『新京図書館月報』 の継続前誌は

『新京図書館増加図書目録』 で､ 1936年５月の創刊である｡

1937年の13号から 『新京図書館月報』 と改題した｡

なおこの 『新京図書館月報』 については､ 第12号 (1937)

から第76号 (1944) までの総目次を愛知県立大学図書館の

米井勝一郎氏が作成して別に掲載しているので参照された

い｡ ここでは､ 『新京図書館月報』 について､ わたしの関

心領域である満洲国の文化運動などの面から簡単に触れて

おきたいと思う｡ このこの 『新京図書館月報』 は日本にも

所蔵があるのだが欠号がまだまだあり､ その一部の欠号分

をこの図書館で閲覧することができたこともあり､ ここで
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少し述べておくこととしたい｡

満鉄図書館の時代､ 新京図書館の前身である長春図書館

は満鉄沿線図書館のひとつにすぎなかった｡ ところが長春

が満洲国国都と定められさらに新京と改称されることによ

り､ 新京図書館は､ 満鉄図書館のひとつでありながら一躍

国都に所在する図書館となり､ 法制・政治・産業・満蒙関

係資料充実の要請もあって特別図書費が支給され蔵書の充

実をはかったりした｡ しかしながら新京図書館が､ 国都の

図書館として その役割を自認し本格的に担うことになる

のは1937 (昭和12) 年12月以降のこと､ つまり満洲国の治

外法権撤廃により､ 満鉄沿線の図書館の多くが満洲国に移

管されて以降のことである｡ それまでこの新京図書館は国

都の図書館とは言っても､ 大連図書館や奉天図書館といっ

た満鉄社業の参考図書館の影にあったのであるが､ この両

図書館が満鉄に残ることになり､ 満洲国の首都の公衆図書

館としてその任務を果たすことが要請されることになるの

である｡

この1937年というのは満洲国の文化運動にとってもある

転換期であったといえる年である｡ 例えば満洲国草創期に

その文化事業について大きな役割を果たしてきた満日文化

協会は､ 創設当初から着手してきた学術的諸事業について

一段落をみせ､ それらを継続させながらも新たに満洲国固

有の文化振興事業へと視点をずらしていった時期にあたる｡

この国内文化運動の振興に取り組むその契機となった皇帝

溥儀訪日宣詔記念美術展覧会が開催されたのも同年5月の

ことであった｡ そして新京図書館の館報はと言えばちょう

どこの前後の時期に刊行され始めたのである｡

新京図書館は､ 満鉄図書館としては最終号となった1937

年12年 『新京図書館月報 16号』 巻頭に ｢満鉄図書館移管

に際して｣ を掲げ､ 比較的高度な附属地文化施設は一時ネ

グレクトされて､ 今度は対満人文化施設が取り上げられる

ことになるであろう､ と予測したうえで ｢満人｣ に対する

図書館運動を考慮しなければならないとその使命感をにじ

ませている｡ また同じく16号では､ ｢満洲国の図書館事業｣

について分析するなど､ 満洲国国都の図書館としての自負

と責任をのぞかせ､ さらに ｢新京図書館沿革略｣ を示すこ

とで､ 満鉄図書館としての総括と､ 満洲国の図書館への移

行への決意を表明した形となっている｡

ここで新京図書館が､ 不安感と責任感とを綯い交ぜにし

た筆致で書いていた ｢満人｣ に対する図書館活動であるが､

これはそれまでの､ 満鉄社業のためと沿線住民への奉仕と

の二本立てで運営されてきた満鉄図書館にとって､ ある意

味では容量以上の責任を負わされたことを意味していた｡

当時図書館活動が比較的活発であった奉天省で結成された

奉天省図書館聯合研究会の活動においても､ 満鉄から移譲

となった図書館が､ ｢満人｣ 向けの識字運動や読書活動を

担わされて苦慮したのだが､ この新京図書館においても､

満日文化協会の援助により､ 漢籍を所蔵していた西三馬路
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図書館を満洲国の模範たる満人教育機関として ｢西三馬路

民衆模範図書館｣ を援助したという記録もあり､ その苦労

の様子がうかがえる (岡村敬二 『日満文化協会の歴史－草創期を

中心に』 2006年 私家版)｡

また1941 (康徳８) 年５月には､ 民生部令19号 ｢公私立図

書館規程｣ により､ ｢省長又は新京特別市長は省立又は新

京特別市立図書館をして管内に於ける図書館の指導連絡に

任せしむ｣ と､ 新京特別市図書館を省立図書館と並列させ

るかたちで法整備もなされる｡

新京は国都であるということで､ 文化活動においてもそ

の影響は直接的であった｡ 1937年秋から､ 満日文化協会･

民生部と共同で文芸親和会が開催され文学･美術･音楽など

各部門の懇談会が開催されて官主導による文化運動の振興

がはかられる｡ 新京図書館から800メートルほど南にあっ

た大興ビル３階の満日文化協会はこの活動の様を称して

｢文化のるつぼ｣ であったと記しているが (『満日文化協会紀

要 康徳８年１月』)､ 実は新京図書館ももうひとつの文化の

拠点でもあったといってよい｡

『新京図書館月報』 には､ 学術界や出版界・新聞界・図

書館界､ そして文化面のうちとりわけ文学関連の記事が多

く掲載される｡ 山崎末治郎館長自らが ｢文芸出版界展望｣

を書き､ 誌面には山田清三郎・三宅豊子・大内隆雄・古丁・

北村謙次郎らの名前が見える｡ これは月報を編集していた

坂井艶司・松川幹生・津村雅雄ら新京図書館の館員の文学

志向という事情が大きく関わっていたのであろう｡ ほかに

執筆陣には､ 山崎元幹・田口稔・佐藤大四郎・大野沢緑郎・

大森志朗・香川鉄蔵・大谷健夫らも名を連ね､ 文芸出版界

展望や新刊詩集の広告も載り､ またこれら執筆者について

は簡単だが毎号ごとに肩書きや同人､ 著作が載せられてお

り､ 満洲浪曼同人や作文同人らも多く見られる｡

ところでこの新京特別市図書館であるがここには地下室

があり､ そこで館員が起居していた｡ 図書館員川村耕三の

回想 ｢新京｣ によれば､ この地下室は梁山泊さながらであっ

たという｡ そこには横田文子も出入りしまた木崎龍・松川

幹男・平林英子・望月百合子・大野沢緑郎も常連として文

学論を戦わせ､ 北村謙次郎もやって来て夜を徹して議論し

たと川村は回想している (『長春』 第12号)｡

ここにあがる大野沢緑郎や川村耕三､ 松川幹生・坂井艶

司らはいずれも新京特別市図書館の館員であり､ その異動

の時期など､ この 『新京図書館月報』 で確かめることもで

きる (岡村敬二｢満鉄図書館｣ 『別冊 環12 満鉄とは何だったのか』 2

006年11月 藤原書店)｡ 先の川村の回想では館長山崎末治郎に

ついて､ 優等生官僚として王道楽土を信じていた､ といっ

た文面も見られるが､ 図書館員でありながら文芸活動を展

開した人たちの文章をみていると､ かならずしもこうした

二元的な図式は当てはまらない気がする｡

もうひとつ､ これは国都ならではのことだが､ 新京では

満洲国各部署の資料室が寄って新京資料室聯合会を結成し

活発な活動を展開していた｡ この聯合会は1939 (康徳６)

年１月に発足となったが､ この発足を呼びかけたのは､ 経

済部･民生部･総務庁など満洲国各部局と協和会や満鉄新京

支社･満洲事情案内所･満洲中央銀行･満洲電信電話株式会

社といった国策会社､ それに建国大学､ 図書館としては唯

一の新京特別市立図書館であった｡ そしてこの会の事務局

を新京特別市図書館が担うことになる｡

国都新京において､ ようやく1939 (康徳６) 年６月の官

制公布により満洲国立中央図書館籌備処が設置となる｡ そ

の設置目的は､ 一般公衆の高度な研究調査とともに政府・

協和会・建国大学研究院・大陸科学院など研究機関による

共同利用というところにあり､ この籌備処が大きな役割り
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を果していくこととなる｡ そして資料室聯合会のような専

門の図書館や調査機関的な色彩の強い機関の事務局も､ 新

京図書館から満洲国立中央図書館籌備処へと移されていく

ことになるが､ それも必然的な道のりであった｡

この月報には､ ｢増加図書抄録｣ がつく｡ この目録は､

移譲までの蔵書目録である 『満鉄新京図書館和漢図書分類

目録 上・下 昭和10年12月末現在』 やその後の 『増加図書

目録』､ 満蒙関連では 『新京特別市図書館和漢図書分類目

録 満蒙篇追録第１号 自康徳３年１月至康徳７年12月末』 などと

ともに､ 1941 (康徳８) 年より国立中央図書館籌備処の機

関誌 『資料公報』 (『資料戦線』 の後継) に掲載される ｢満

洲国内普通出版納本月報｣ との納本月報までのつなぎの役

割を担うものとして､ 満洲国の刊行物を検討するには有益

でもあろう｡

いささか長い紹介となったが､ この 『新京図書館月報』

は満洲国の国都の図書館として､ 新京の文化運動をみる上

でも､ また刊行物について検討するうえでも意義ある館報

であると考えてよいと思う｡

＝資料紹介３＝
『東北図書館図書分類表』

東北図書館とは､ 日本敗戦後の1948年２月に哈爾浜市の

一曼街 (元哈爾浜市図書館東楼の元紅卍字会旧址) にまず

は東北図書館籌備処の名称で成立し､ ８月に正式開館した

図書館である｡

その指導は､ 東北行政委員会教育委員会責成委員の王修

であった｡ この図書館において､ 中国東北部に遺された戦

前からの日本語資料が集められ､ 経済・財政・統計関係資

料を中心に整理がなされ､ それらは調査研究資料として提

供された｡ 翌1949年には解放された瀋陽へと移動し､ ２月

１日におなじく王修 (東北文物管理処長) の指導のもとに

東北図書館として開館した (写真 国民政府側 ｢東北行營経済委

員会資料室｣ ｢国民政府主席東北行轅政治委員会｣ および解放軍側

｢東北財政経済委員会調査統計処之印｣)｡

この 『東北図書館図書分類表』 は､ 1948年の哈爾浜の東

北図書館籌備処時代､ 王修らの草稿をもとに編成されて謄

写印刷されたもので､ 『東北図書館図書分類表』 として活

版印刷されている｡ その後この分類表は瀋陽に移動した東

北図書館でも使用され､ 1949年８月にはこの分類法の基礎

にたって､ 修訂版 『東北図書館図書分類法』 が出版された｡

十進法で５つの助記表および児童図書分類表からなってい

る｡ これは多くの図書館で採用され､ 1950年８月には第二

版が､ 1951年10月には相関索引を付して第三版が刊行され

た (｢遼寧省図書館紀事｣ 『遼寧省図書館開館三十五周年紀念論文集』

1983年など)｡

この分類表は､ 市政府広場の旧瀋陽市図書館で閲覧をし

ていたときに､ 図書カードを検索してはその都度書庫出納

をお願いしていたが､ ならば書庫で実際に現物にあたった

らどうかと言っていただき書庫にはいり､ その折にたまた

ま書庫の作業用事務机に置いてあったのをみせてもらった

ものであった｡

遼寧省図書館や瀋陽市図書館に所蔵の旧日本語資料につ

いては､ この分類法により整理され保存されているので､

この分類法はまだその役割を終えたわけではない｡ このよ

うに旧分類表により資料がそのまま分類されて配架されて

おり､ 東北図書館時代に整理された旧日本語資料について

は､ その後に再整理・再分類がなされないかぎり､ まだこ

の分類がそのまま生きているということになる｡ この瀋陽

市図書館で閲覧できた 『東北図書館図書分類法』 には序が

欠落しているようで､ また奥付がなく､ どの版かは確定で

きないが､ 目次には ｢索引｣ との項目が附されてあるとこ

ろをみると､ 相関索引がつけられた1951年10月の第三版で

はないかと推定できる｡

以下この分類法の､ 十分類と総記部分の綱目を示してお

く｡

分類簡表

000 総類

001 マルクス､ レーニン著作全集

002 マルクスおよびエンゲルス全集および著作集

003 マルクスの著作

004 エンゲルスの著作

005 レーニンおよびスターリンの著作全集

006 レーニンの著作

007 スターリンの著作

008 毛沢東の著作

009 魯迅文庫

010 図書・出版

020 図書館学
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030 百科全書・類書

040 一般学術論文

050 総合雑誌・定期刊行物

060 学会刊行物

070 新聞事業・新聞

080 一般叢書・全集・雑著

090 貴重書類

100 哲学

110 新哲学 (弁証唯物論)

120 中国哲学

130 形而上学

140 論理学

150 哲学諸体系

160 古代哲学

170 近世哲学

180 倫理学・修養

190 心理学

200 宗教

210 無神論・有神論

220 神話・宗教伝説

230 原始宗教

240 仏教

250 道教

260 回教

270 基督教

280 其他各教

290 迷信団体

300 社会科学

310 社会

320 経済

330 政治

340 国防・軍事

350 行政

360 法律

370 文化教育

380 習俗礼制

390 統計

400 自然科学

410 数学

420 物理学

430 化学

440 天文学

450 地質学・自然地理学

460 生物学・博物学

470 生理学

480 植物学

490 動物学

500 応用科学

510 医学

420 工程学

530 農業技術

540 化学工業

550 製造工芸

560 手工芸

570 建築工程

580 事務管理

590 家事

600 言語文字

610 比較語文学

620 中国語文

630 日本語文

640 蘇聯語文

650 英国語文

660 徳国語文

670 法国語文

680 意国語文

690 其他各国語文

700 文学

710 中国文学

720 日本文学

730 蘇聯文学・俄国文学

740 英国文学

750 美国文学

760 徳国文学

770 法国文学

780 意大利文学

790 其他各国文学

800 芸術

810 絵画

820 彫刻

830 工芸美術

840 風景・造園・建築

850 演劇

860 音楽・舞踏

870 摂影

880 電影

890 体育・娯楽

900 歴史地理

910 世界史・文化史

920 中国歴史

930 亜洲史

940 欧洲史

950 非洲史

960 美洲史

970 大洋洲史

980 地理與遊記

990 伝記
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一

科研の研究課題である ｢戦前期中国東北部刊行日本語資

料の書誌的研究｣ (｢(基盤研究 (C))｣) の研究協力者と打合

せをするため名古屋に出かけた｡ この機会に以前から気に

なっていた戦後の水野梅暁の活動について､ とりわけこの

標題の新聞記事を調べるため､ 名古屋市立鶴舞中央図書館

に出向いて戦後の新聞を閲覧した｡

水野梅暁は､ 明治11 (1878) 年生まれの僧侶である｡ 13

歳で出家して哲学館､ 上海同文書院などで学んだ｡ 中国湖

南省長沙に僧学堂を開設して布教に従事する｡ また松崎鶴

雄・鹽谷温にも長沙留学を勧めたとされる｡ その後大谷光

瑞の知遇を得て本派本願寺に転じた｡ さらに大正３ (1914)

年には東方通信社調査部長として 『支那時事』 を主宰､ ま

た日華実業協会・外務省の支援を得て支那時報社を創立し

て､ これらジャーナリズム以外の仏教方面でも活発な活動

を展開する (松田江畔 『水野梅暁追懐録』 昭和49年 私家

版)｡

わたしの研究領域での梅暁との関連は､ 昭和８ (1933)

年10月に創設された日満文化協会の文化事業内容を確定す

るため幾度か渡満し､ 日本側・満洲国側との実務レベルで

の折衝をおこなった人物､ ということになる｡ かれの精力

的な事務折衝というか根回しにより､ この日満文化協会が､

満洲国において文化事業として担っていくべき事業概要が

具体化されていったのであった (柴田幹夫 ｢水野梅暁と日満文

化協会｣ 『仏教史研究』 38号 2001年､ また岡村敬二 『日満文化協会の

歴史－草創期を中心に』 2006年 私家版 など)｡

わたしが一度調べてみたいと思っていたのは､ 日満文化

協会の日本側の副会長岡部長景がこの梅暁のための書いて

いるエピソード､ つまり玄奘三蔵の頂骨と仏舎利の遺骨と

を対面するために､ 梅暁が象の背中に乗って日泰寺まで行

進したという出来事についてである (前掲 『追懐録』)｡

この梅暁は､ 先に述べたように､ 自身の人脈を生かして

日満文化協会創設期に精力的に事務折衝をおこなったので

あったが､ 梅暁自身にあっても､ その理事就任など協会役

員人事をめぐって､ 日満両国においてさまざまに思惑が錯

綜した人物でもあった｡

日満文化協会の常任理事として草創期の協会を牽引して

いった内藤湖南は､ この梅暁に対して､ 明治期後半の梅暁

の活動振りをみてのことだが､ ｢水野和尚はめっきり大政

治家になられいろいろ縦横策承り感服仕候｣ (明治43年７月

25日 松崎鶴雄宛書簡､ 『内藤湖南全集 第14巻』) とその印象を記

している｡ また同じく湖南は協会草創期の梅暁についても､

｢今､ 外務省にありて､ なかなかやり手なりと｣ (三田村泰

助 『内藤湖南』) と評している｡ フィクサーというか､ また

ある意味で策謀家でもあった水野梅暁像が語られている｡

こうした梅暁の性格や役まわりを､ 日満両国の協会役員は

うまく利用しようとし､ また梅暁自身もそのことを自覚し

つつ立ち回っていたように思われる｡

こうした梅暁であるが､ 実のところはどのような人物で

あったのか､ それがこの戦後の､ 釈迦と玄奘三蔵の遺骨対

面式という突飛で大仰な演出のなかから少しでも読み取れ

るのではないか､ また彼の性格なども側面から照射できる

のではないかとも思ったわけである｡ まずは岡部の回想か

らはじめることとしたい｡

二

岡部長景は 『水野梅暁追懐録』 のなかで大要次のように

述べている｡ 玄奘三蔵の頂骨が高森部隊により南京で発見

され､ その分骨が日本仏教聯合会に寄贈された｡ 梅暁はそ

の奉戴使節の一員として当地に出向いた｡ 戦後になり梅暁

は､ この持ち帰った遺骨に万一のことがあると困ると諸所

に疎開をさせた｡ そして最後に埼玉県南埼玉郡慈恩寺村

(現さいたま市岩槻区慈恩寺) に安置することとし､ 奉納

霊塔の建設に取り掛かって､ 昭和24 (1949) 年10月定礎式

と相成った｡

ここで梅暁は奇想天外なことを思い付く｡ 名古屋覚王山

には明治33 (1900) 年にシャム国皇帝から贈られた釈迦の

遺骨が安置されており､ この年はちょうど仏舎利奉戴50周

年にあたることになる｡ ならばこの玄奘三蔵の頂骨が慈恩

寺に納められる前に一度仏舎利に対面させてあげよう､ こ

れは千載一遇の好機である､ と考えたのである｡
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水野梅暁企画にかかる名古屋覚王山日泰寺での釈迦と

玄奘三蔵の遺骨対面式について (2007年５月14日 (日))

岡村 敬二

日泰寺山門
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そこで持ち前の交渉力によりこの対面を実現させる｡ つ

まり岡部は､ 梅暁は玄奘三蔵がインドに入った当時の状況

を再現するということで､ 象の背中に乗り､ その遺骨を奉

行して歩いたという｡ そして沿道には､ 戦後の珍らしいイ

ベントに多くの観衆が集まりそれを見守ったというのであ

る｡

この回想について少し補足をしておく｡ 高森部隊という

のは高森介隆である｡ また佃一可氏が事務局長をしておら

れる玄奘三蔵会の記事 (｢霊骨分蔵－玄奘三蔵の遺骨の行

方－｣ http://www7a.biglobe.ne.jp/̃ikka/ 2007年６月26日ア

クセス) によれば次の通りであった｡ 1942年南京中華門外

雨花台の兵器工場に進駐した高森は､ 砲台を掘っているさ

なかに土層を発見し､ 発掘するとそこから石棺が出てきた

という｡ ここに玄奘の頂骨が納められていた｡ 日本軍の指

揮官稲田大佐は当初これを日本に持ち帰ろうとしたが､ 世

論の反対激しく､ 汪兆銘の国民政府は白隆平を派遣して交

渉､ 結局日中で分けることにしたのだという｡ 梅暁が出向

いたというその使節団は､ 日本仏教連合会会長蒼村秀峰法

師率いるもので､ こうしてこの玄奘三蔵の頂骨の一部が日

本にもたらされたのであった｡

この玄奘三蔵会の記事には､ その後の台湾からの返還要

請や､ 薬師寺高田好胤法師がこの遺骨の一部を再び分けて､

陝西興教寺に安置された事情など詳しく論述されているが､

それについてはこの玄奘三蔵会の記事をご参照願いたいと

思う｡ またこの遺骨に関しては､ 曽野綾子が ｢三蔵法師の

遺骨―日中のすがすがしい協力で｣ との記事を書いている

(『大阪新聞』 2001年７月18日｡ わたしは次のアドレスを参

照した｡ http://www.nippon.zaidan.info/kinenkan/moyo/00008

36/moyo_item.html)｡

ともあれ､ ここでは､ こうした経緯をもって日本にもた

らされた玄奘三蔵の頂骨と釈迦の遺骨との対面式について､

今回調査して見つけた当時の新聞記事を紹介することで､

今後の研究の一助としたいと思う｡

三
『中部日本新聞』 昭和24年10月21日

｢日泰寺記念大法要｣

名市覚王山日泰寺では仏骨奉安五十周年を迎え二十日か

ら一週間記念大法要に入ったが第一日は塚本名市長ら名士､

善男善女四千名が集まり法要､ 稚児行列が行なわれた､ な

お三蔵法師の遺骨は埼玉県の慈恩寺から二十一日水野梅曉

法師によって名古屋へ奉戴持せられ二十二日東山動物園の

象に乗って日泰寺に向かう【写真は日泰寺の稚児行列】

四
『毎日新聞』 昭和24年10月23日 ｢雑記帳｣

◎…西遊記で名高い玄奘三蔵の霊骨が二十二日象の背中に

乗って仏舎利を祀る名古屋覚王山日泰寺に入り年寄りは有

難や…｡

◎…お骨は昭和17年11月南京中華門外雨花台山ろくで発掘

され埼玉県天台宗慈恩寺の宝塔に一部送られたものといい

埼玉から水野師が奉持して東山動物園のエルド嬢にまたが

り浄財を募ったが生きている象の散歩の方が子供には大受

けだった【写真はエルド嬢にまたがり浄財募りの水野師一

行】

五
『中部日本新聞』 昭和24年10月24日 ｢象さん遺骨を
乗せて…｣

覚王山日泰寺の仏骨渡日五十年大法要は埼玉県慈恩寺か

ら中国仏教の花を咲かせた宗教偉人玄奘三蔵の聖骨を迎え

て二十二日最高潮に達した､ 聖骨渡日の使いをした水野梅

曉老師が白象にのって聖骨を奉持､ 本堂入りを行いインド

の古式にも似た豪華な仏典絵巻に参拝者の目をみはらせた

【写真聖骨を乗せた象を迎える善男善女の群】

六
『中部日本新聞』 昭和24年10月26日 仏縁に結ぶ親
善物語 三蔵の遺骨はこうして日泰寺へ｣

◇盛□の幕を廿六日に閉じる名古屋覚王山の仏舎利渡日五

十周年法要に玄奘三蔵の聖骨が埼玉県からもたらされ信者

をよろこばせたがこのかげには在名中国華商の大きな援助

があり中日親善物語が織込まれている

◇玄奘三蔵はインドから経典を中国に渡来させた宗教偉人

で千三百年前唐の都長安で崩じ､ その後南京城外報恩寺に

うつされたが兵乱のため玄奘の墳墓は失われてしまった､

たまたま昭和十七年十一月高森部隊が南京城外の雨華台の

拡張工事中地下五尺の地中から陶器らしき台を発見､ 中国

側に報告､ 文物調査委員会で調査の結果玄奘三蔵の墳墓で

あることが台に刻まれている文字により判った

◇中日仏教関係者立会のもとに慎重に開けたところ頭ガイ

骨数片､ 金仏像､ 陶器の香炉､ オワン､ 銅製ロウソク立､

曲玉類三十数個､ 古銭三百数十枚､ 麦一包が発見され､ そ
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の後新たに南京城外の景勝の地覆舟山上に高さ五十尺の新

搭を築き宝物を手厚く葬り､ 昭和十八年十月盛大な落成式

を行い日本仏教代表として水野師が列席した､ そのおり中

国仏教徒の感謝の意味で仏骨の一部を日本に分骨されたも

のが今日に伝わる聖骨で戦時中埼玉県慈恩寺に安置されこ

んど中華貿易通迅社社長李鴻基氏らの厚意により名古屋に

迎えられたものである

李氏談 聖骨を中心に中国と日本とがこんなに延々結ばれ

たことは不思議な縁といわねばならない､ 中国の宗教偉人

が国境をこえて日本でかくも崇められていることは今後の

中日親善の強さを無言のうちに物語るものであろう

― 187 ―

日泰寺奉安搭



Ⅰ 旧日本語資料閲覧事情

遼寧省図書館での資料調査はこれで4度目になる｡

今回､ この遼寧省図書館において旧日本語資料の閲覧を

しようと連絡をとってみたところ､ 一昨年 (2006年) 春に

閲覧規則が改定されたとのことで､ 所定の手続きをとった

うえで来館するように､ という話であった｡ その手続きと

は､ 該館のホームページに掲出されている ｢服務指南｣ の

項目の ｢借閲須知｣ の出される ｢関于接待外籍読者的具体

執行意見｣ のことで､ 次の4と5に示される｡ (http://www.l

nlib.com/fwzn/jyxz/default.htm)

その簡体字を通行の漢字に直して抜書きすると次のとお

りである｡

4. 外籍読者来館閲覧､ 応由所在単位或接待単位提前

与我館聯系｡ 来館時応持有関証件､ 并由接待単位陪同｡

5. 外籍読者利用館藏文献的具体弁法､ 応按各読者服

務部門的規定弁理｡

この４については､ 外国人が来館して閲覧しようとする

ときには､ あらかじめ所属機関または受け入れ単位経由で

該館に連絡をとり､ 来館時には身分証明書を持参したうえ

で受け入れ単位の同伴により来館しなければならない､ と

いう趣旨のものである｡

中国での受け入れ単位のないわたしは､ とりいそぎ所属

大学長名の､ 閲覧目的・閲覧希望資料を附記した依頼状を

作成して送付したところ､ わたしのような個人での場合は､

瀋陽の総領事館を経由して遼寧省外事庁の許可をとるよう

に＜との連絡があった｡

その指示のとおり総領事館の文化担当に連絡を取り､ そ

こから遼寧省外事庁を通じて閲覧の許可を取ってもらった｡

そしてその後あらためて閲覧希望資料などを附して図書館

に送り､ 資料の閲覧が可能かどうかを確認した｡ この時､

閲覧資料について多少のやり取りがあったのだが､ この遼

寧省図書館との折衝については､ 本学の同僚教員である朱

鳳先生のお世話になった｡ そしてようやく閲覧許可の資料

も確定して遼寧省図書館に出向くこととなったのであった｡

瀋陽には､ 2007年８月29日 (水) から９月４日 (火) ま

での約一週間の日程で出かけた｡ 水曜の午後は図書館が休

館となるのでこの日程が無駄がないのである｡ 図書館は８

時開館であり､ 翌30日の朝一番に出かけることとした｡ 現

地での移動については公共バスを利用することを基本原則

にしているので､ いつもの滞在ホテルである遼寧賓館近く

の中山広場から ｢環路｣ 系統に乗り､ 南塘まで行ってそこ

から歩いた｡

図書館ではまず４階の信息諮詢部に出向いて来意を告げ

たところ､ ５階の館長弁公室で利用登録をするようにとの

ことで館長秘書室において手続きをとった｡ 今回の閲覧に

ついては､ その資料が旧日本語の雑誌であるので､ その担

当は７階の報刊部であった｡ ところがこの日担当者が出張

で対応できないということのようであった｡ わたしとして

は事前に閲覧日程も連絡をしており､ また滞在時間に限り

があるので当日からの資料閲覧を強く希望した｡ 結局在室

の係員が対応するということになり報刊部に向かった｡ そ

してそこで閲覧希望資料のリストを改めて提示して､ 所蔵

分の閲覧がようやくかなったのであった｡

書庫から出納された資料を閲覧していたところ､ 旧知の

孫先生が来室され､ そこで閲覧や複写に関わる詳細を通訳

してくださり､ 不安な気分も一掃されて資料の閲覧も大い

にはかどった｡ またこの報刊部は11時半から13時まで閉室

となる｡ この時間に孫先生のご夫君である程先生が来られ

て食事にさそってくださった｡ 程先生は日本への留学経験

もあり日本語も堪能で心強い限りであった｡

資料閲覧についての費用は１冊５元である｡ そしてまた

複写もお願いをしたのだが､ Ａ４で４角ほどの通常複写料

金のほかに､ 文献保護費ということで複写１ページあたり

５元かかる｡ 見開きの複写は２枚となるので10元必要にな

る｡ この金額はばかにならない ｡ そこでページによって
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は片面の複写を依頼するのだが､ そうするとそのページだ

け紙の大きさが異なってくる｡ それはあとから資料を整理

するのにたいへん不便になってくる｡ それでもそれを見開

きで複写した場合との金額の差は大きく､ 面倒でも論文の

末尾などを指定して片面複写を依頼することになる｡ ただ､

いい調子で複写を依頼していると複写後の請求金額が大変

に大きくなり､ その金額から中国の人びとの暮らしなどを

考えた時に､ いったいどうなのだろうか､ とふと疑問にな

ることがある｡ しかしながら､ わたしとて時間と費用とを

割いて日本から出かけてきているわけであり､ やはり必要

と考える複写は依頼せねばといつも意を決して複写を依頼

することになるのである｡

今回の調査では､ 日本に所在のない雑誌の目次を作成す

ることを目的として､ 雑誌の一部を複写した｡ 以下､ 今回

閲覧することができた雑誌のうち 『塔影』 について紹介し

ていきたいと思う｡

Ⅱ 資料紹介
『塔影』 創刊号 満洲国立高等農業

学校校友会 康徳３年12月

一

この版者は､ 満洲国立高等農業学校校友会学芸部で､ 編

輯人には金九経の名が挙がる｡ この満洲国立高等農業学校

については､ 前回掲載の拙稿 ｢瀋陽市図書館訪問記｣ の資

料紹介 『満洲国 大学専門学校入学試験問題・解説 附､

入学須知』 にも登場してその試験内容を紹介した (注１)｡

本学校長は宇田一で､ 宇田がこの校友会会長を兼ねている｡
注1 『塔影』 創刊号所載の ｢学校日誌｣ によれば康徳３ (1936)

年３月20日に､ 奉天の同校および安東・吉林・哈爾浜において第

一期生の入学試験が行なわれ28日には発表がなされている｡ 志願

者267名中農学科40名林学科30名､ 獣医学科30名の入学許可であっ

た｡

この校長宇田一の略歴は次のとおりである｡ 明治26年福

島県二本松町の生まれで､ 東京帝国大学農科大学農学科を

卒業し､ 農業試験所助手を経て三重高等農林学校教授｡ そ

の後養蚕学の研究のため欧米に留学をして帰国後は愛知県

立安城農林学校長となり1935 (康徳２・昭和10) 年11月28日

満洲国立高等農業学校長に就任している｡ なお本校は1938
(康徳５) 年に奉天農業大学に昇格している｡ 宇田はその後

建国大学教授として転任､ 戦後は､ 1950年１月明治大学農

学部教授として遺伝学・統計学・養蚕学などを講じ､ 1961

年3月退職｡ その後居は東京のままで1965年4月から75年3

月まで岡山商科大学で生物学・自然科学概論を担当してい

る｡ また日本中央競馬会の顧問もつとめた｡ 1978年８月17

日慶應義塾大学病院で死去｡ 著書に 『蚕業史及地理』 (弘

道館 昭和５)､ 『遺伝と育種』 (北隆館 1954)､ 『遺伝と結婚』 (北隆館

1957) など｡
(なお履歴の一部については明治大学の大学史研究グループ､ 岡山商

科大学附属図書館図書課のご教示によっている｡)

二

この資料紹介からは少しはずれるが､ 宇田一には ｢窓は

夜露にぬれて…｣ ではじまる ｢北帰行｣ を作詞作曲した長

男博がいる｡

この宇田博は一高を受験して失敗し､ 建国大学予科に入

学､ しかしながら新京の街で飲酒がみつかりその後退学と

なり旅順高校に入学した｡ しかしながらそこでも ｢性向不

良｣ とされて退学処分となった｡ それは女性とのつきあい

と飲酒の現場を抑えられたことによるものであったという
(宇田博 『大連・旅順はいま』 六法出版社 1992.11､ 178p)｡

この ｢北帰行｣ は､ 宇田が旅順高校を退学処分になった

あと､ 避けるようにして防長館という旅館に一週間ほど留

まっていたときに､ 旅順から北に向いて奉天まで帰ってい

く旅程を思い浮かべながら作ったのだとされる｡ その１､

2､ ３番を示せば次のとおりであるが､ それは小林旭が歌っ

てヒットしたものとは少し異なっている｡

窓は夜露にぬれて

都すでに遠のく

北へ帰る旅人ひとり

涙流れてやまず

建大一高旅高

追われ闇をさすらう

汲めど酔わぬ恨みの苦杯

嗟嘆ほすに由なし

富も名誉も恋も

遠きあくがれの日ぞ

淡きのぞみ はかなき心

恩愛我を去りぬ

(引用は､ ｢二木紘三のうた物語｣ より｡ http://duarbo.air-nifty.com/son

gs/2007/01/post_3959.html 2008年1月30日｡ なお宇田博 『日付のない

日記』 情報文化社 2006年 には宇田博筆の ｢北帰行｣ が載るがここに

は2番にあたるものは略されている｡)

この ｢北帰行｣ が宇田の作詞作曲であると証明する手が

かりとなったのは､ 友人である小牧勇蔵に贈った木村謹治

『｢若きゲーテ｣ 研究』 の表紙裏に小牧が書き記していたそ

の歌詞であったといわれる (前掲 『大連・旅順はいま』 195p)｡

なお宇田博は旅順高等学校を退学後は日本に帰り一高に

入学､ 1948年東京大学文学部仏文科を卒業して理研映画で

ニュース映画の製作に従事､ ラジオ東京に転職して､ その

後身の東京放送の常務取締となった｡ そして1995年8月9日

死去している｡

ところで先の 『大連・旅順はいま』 は､ 1990年に旅順

高等学校同窓生の親睦会を旅順で開くことを計画して訪中

したときの紀行記のかたちになっているものだが､ この旅
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行の準備の段階で､ 宇田博が中国側に提出する書類として

メンバーの略歴を書き記す際の論述がある｡ それは次のと

おりである｡

きめられた型式に統一して､ 提出しなければならない

ので､ 八人の略歴を書き写しながら､ わたしだけが､

｢退学｣ であることに､ いまさらのように苦笑した｡ そ

してまた､ この人たちの一行一句に､ それぞれの時間と

空間がビン詰めのジャコのように､ 押しこめられている

ことに気がついた｡

｢医院開設｣ という四文字に､ どんな苦労と､ 喜怒哀

楽があったか｡ ｢取締役｣ をつとめていく裏に､ どれほ

どの緊張と不安と屈辱と悔恨が秘められていたか｡

苦労､ 喜怒哀楽､ 屈辱､ 悔恨と切実なる言葉を並べなが

らも､ それをビン詰めのジャコのように押しこめられてい

る､ などと述べる｡ ここには宇田博の､ 歴史の困難を生き

てきた人たちへの真っ直ぐな眼差しと､ またそれを少しだ

け斜に構えてみせる韜晦したスタイルとがない混ぜになり

表現されているのだと思う｡

いいだももが一高時代の宇田博のことを回想して､ メフィ

ストフェレスさながらに黒マントをひるがえしていたこと､

また文芸部ではデカダン派の誉れ高く天才少年であったこ

と､ などその様子を記している記事とどこか符合する｡ 宇

田博の面目躍如たる筆致と言ってよい (｢いいだもも ｢宇田博

の死｣ 『朝日新聞』 1995年９月７日夕刊､ なおこの記事は明治大学史

史料センターグループの教示による｣)｡

三

少し寄り道が長くなってしまった｡ 康徳３ (1936) 年の

『塔影』 にもどらなければならない｡

『塔影』 は校友会学芸部の刊行で､ この校友会は康徳３

年5月4日に発会､ この発会の場で宇田一学校長が会長に選

ばれた｡ 学芸部はこの校友会の下部組織で､ 和田正夫が部

長､ 金九経は副部長であった (｢校友会日誌｣)｡ 誌名は会員

に公募されて 『塔影』 と決定している｡

この塔とは､ 奉天西北の塔湾の地に建つ舎利搭のことで､

宇田の ｢発刊の辞｣ には､ 遼代舎利搭の900年の歴史にあっ

てもこの農業学校創設ほどの盛時はあるまいとその自負が

語られ､ ｢塔の影にこそあらはるれ｣ と決意の程が述べら

れてある｡ なお ｢塔影｣ の題字は顔真卿書 ｢多寶塔碑｣ か

ら採られたという｡ そしてこの号には３本の論文と､ ｢説

叢｣ としてまとめられた小文､ ｢文苑｣ として発刊の祝辞

等､ さらに ｢詩歌｣ ｢雑纂｣､ 附録として康徳３年12月15日

現在の ｢校友会々員名簿｣ がつく｡ ここにあがる ｢賛助会

員｣ を､ 一部書き出してみると次のとおりである｡

宇田一・泉澤好延・岩城鹿十郎・大庭幸介・王徳�・神

林鶴蔵・川本信夫・關増祿・�瑞新・金九経・高元馥・蔡

聖緒・高木保郎・張際中・陳延中・�宗文・中原済・中野

誠一・長友繁雄・濱田時政・古正夫・鮑＊彰・牧俊夫・山

之内ノブ・和田正夫・渡邊定次ら

各人の略歴について 『満洲紳士録』 に出るものだけでも

紹介しておく｡

岩城鹿十郎は明治33年愛媛県生まれ｡ 昭和京都帝大農学

部を卒業し岐阜高等農林教授を経て満洲国立高等農業学校

教授､ 満洲における煙草の研究に意が深いとされ､ 満洲国

時期著作に 『作物 満語 [康�7年国民高等学校插図本]』

満洲図書 117p 1940年 がある｡

大庭幸介は明治35年島根県生まれ｡ 獣医学實科卒､ 農林

省獣疫調査所などを経て康徳３年４月渡満し高等農業学校

助教授､ 馬伝染性流産の研究の権威とされる｡

中原済 (わたる) は､ 明治18年鳥取生まれで陸軍師範学

校卒｡ 満洲事変後は関東軍司令部として押収金整理委員長､

退役後大同元 (1932) 年９月逆産処理委員会幹事､ 奉天派

遣班長､ 財政部事務官兼文教部事務官として国立奉天博物

館現地主任者を歴任､ 高等農業学校関係では同校籌備事務

嘱託を経て康徳２ (1935) 年11月には高等農業学校学監に

なっている｡ 中原がこの奉天博物館創設期の現地主任者で

あった1933年当時､ 奉天博物館の館長人事をめぐって羅振

玉と軋轢があったことは､ 拙著 『日満文化協会の歴史』 で

詳述した｡

中野誠一は､ 京都市生まれ｡ 大正12年北海道帝国大学畜

産学科を卒業し北大助手､ 三重高等農林教授､ などを経て

康徳３年４月農業学校教授｡ 『満洲の畜産』 (明文堂 昭和

16 84p) など｡

牧俊夫は明治25年佐賀市生まれ｡ 大正5年東京帝国大学

林学科卒業後助教授などを経て康徳3年農業学校教授｡

和田正夫は明治24年鹿児島県生まれ｡ 明治43年鹿児島県

立鹿屋農学校農科卒業後関東州公学堂教諭､ 文教部属官､

農業学校事務官｡

渡邊定次は明治15年新潟県生まれ｡ 日露戦争後渡満し満

鉄地方部入社､ 電気遊園・星ケ浦遊歩地の設計および建設

を担当｡ 在社中に満蒙や中国を数十回踏査し､ 退社後は星

ケ浦農場を経営｡ また昭和６年10月から関東軍司令部参謀

部第二課に勤務し､ また国務院に勤務し奉天博物館創立委

員となり高等農業学校教授｡

なお本学は紀要 『興農』 を刊行しているが､ その記事に

ついては､ 別記の 『興農』 目次一覧を参照されたい｡

四

収載記事の中に､ この雑誌の編輯にあたった金九経が

｢塔湾の地名と仏舎利｣ との時宜を得た論考を寄せている
(この論文は､ 高等農業学校の論文集 『興農』 第３号 康徳３年12月

に転載された)｡

金九経は､ これまでわたしが調べてきた満日文化協会関

連では､ 満洲事変後奉天にて創設された満洲国立奉天図書

館に嘱託として勤務した人物ということになる｡ この満洲

国立国立奉天図書館は､ 事変後の文溯閣四庫全書の保全お

よび分散していた档案など貴重資料を接収整理するとの名

目で張学良邸を図書館の建物し1932年６月18日に開館した

図書館である｡ 金九経がこの図書館に着任したのは６月７
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日で､ その後図書館は､ ７月に関東軍から満洲国へ移管さ

れ､ ９月10日には館内の職務分担が決定されている｡ 金は

図書整理を担当し金毓�副館長の秘書も兼ね､ 司書部に配

属された｡ そして翌年５月には遼金時代の古碑拓片蒐集に

遼陽へと出張するなど精力的に調査をおこなった (｢館務要

録｣ 『国立奉天図書館季刊』 第一期 1934年12月､ なおこの経過は拙著

『日満文化協会の歴史』 参照)｡ 金はこの後満洲国立高等農業学

校に赴任してきたことになる｡

この学校が建っていた地域は､ この仏舎利塔にちなんで

塔湾と呼称されていた｡ 金九経のこの論文に所載の碑文訳

文によれば､ ｢此ノ塔ハ元来大遼国ノ興宗皇帝ノ時村ノ李

弘秀等百余人ガ君臣徳合シ風雨順人民安ヲ見テ塔建テ一時

ノ盛ヲ後世ニ留メントシテ和尚雲秀法直等聚メテ造リ重煕

十三年四月ニ十五日ニ建テタ｣ もので､ 重煕十三年とは西

暦1044年のことである｡ また同じく金からの引用だが､

『盛京通志』 巻二十六に､ 舎利寺は､ 一名囘龍寺､ 城西の

塔湾にあり､ 崇徳六年勅工部が再建､ 以後随時補修をする､

また寺の前に塔があり舎利搭という､ とある｡

この舎利とは仏または聖者の身骨のことで､ 釈迦仏滅後

に遺跡などの供養がおこなわれたがとりわけ釈迦の遺骨で

ある仏舎利は塔婆に納められて恭慕された｡ 水野梅曉が戦

後､ 仏陀と玄奘の遺骨を対面させるべく､ 仏舎利を祀って

ある名古屋覚王山日泰寺へと象の背にまたがって行進した

ことがあったが､ それもこの遺骨を祀るという儀礼にのっ

とっている (前節 ｢水野梅暁企画にかかる名古屋覚王山日泰寺での

釈迦と玄奘三蔵の遺骨対面式について｣ 参照)｡

金九経は､ 丹念に文献によりながら､ また現地の探索に

基づいてこの舎利搭について論述をすすめ､ 文末に満洲国

の古蹟調査の現況にもふれている｡ つまり､ この舎利搭が

百尺にあまる体躯と千年の歴史をもちながら現在の文教部

の古蹟調査にも漏れているほどに世間から忘却され､ 主な

き宝物と化していることを嘆き､ だが塔湾に高等農業学校

が創設されることで舎利搭と不即不離の関係になった現在､

今後この 『塔影』 の発展とともに､ 仏舎利も名高くなるで

あろうと述べ､ 次のように結んでいる｡

おゝ舎利搭よ｡ 九百年間直立不動の姿勢で､ 遼､ 金､ 元､

民､ 清と､ 歴代興亡の経緯を､ 如実に見極めたる宝塔よ新

興満洲帝国の国運隆盛と共に､ 我が高農の繁昌及び､ この

塔影の活躍振りを､ 見守り給へ｡ �｡

五

わたしは遼寧省図書館でこの 『塔影』 の金九経論文を読

み､ ぜひ今次の訪問の間に塔湾に赴き､ 舎利搭の今の姿を

確認しておきたいと考えた｡ そこで報刊部が閉室となる日

の夕刻に塔湾へと出かけることとした｡

以前に資料を見たことがある遼寧大学の崇山路西端の塔

湾までバスを乗り継ぎ､ そこから歩いて坂を登った｡ ここ

には東陵から北陵を経て新開河が流れていて､ 河畔を中心

に公園となり､ 市民も多く憩っている｡

『遼寧日報』 2005年８月９日の記事によれば､ 市はこの

新開河の流れる瀋陽市皇姑区の北陵や新楽遺蹟とあわせて

この舎利搭をひとつの文化園とする計画を打ち立て､ 囘龍

寺復元のために3億元を投資することを決めて､ ｢塔湾夕照｣

をもう一度実現しようとしているという｡ また文化廟会を

開いてさらに活性化させるともいう (http://newspaper.lndai

ly.com.cn/lnrb/200508/7153120050809.htm｡ 2008年２月３日)｡

なおこの ｢塔湾夕照｣ というのは､ 盛京八景のうち第四

景で､ 東陵 (福陵) の ｢天柱排青｣､ 瀋陽南部の ｢渾河晩

渡｣､ 省図書館のある万柳塘の ｢柳塘避暑｣ などとならん

で､ その美しさが称賛されるものである｡

さてまず､ 国立農業高等学校の位置を確認しよう考え､

当時の地図と照合してみて､ 塔の後方であろうと見当をつ

けて歩いてみた｡ 『塔影』 に農業高等学校の写真も掲載さ

れているので､ それも見ながら歩いてみたが､ どうもうま

く行き着くことができなかった｡

河の北岸からは舎利搭に近づけず､ もう一度公園にもど

り､ 河に沿って歩いた｡ 結局舎利搭へは近づくことができ

ず遠くから眺めることができただけであった｡

だがこの川辺からながめる舎利搭は実に優雅でよいたた

ずまいであった｡ 河の流れる街は風情があってよい｡ こう

した舎利搭など落ち着いた風景をながめていると､ 古都瀋

陽にやってきたという気分になって気持ちが和らぐ｡

帰国してから､ 以前に購入していた 『瀋陽珍蔵 二輯』

(瀋陽出版社 2005年10月) を見てみたところ､ ｢風花雪夜｣
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舎利塔 (『興農』 第３号 岡山大学生物資源研究所所蔵)

塔湾の舎利塔 (2007年９月)



の項に ｢秋・処暑之塔湾夕照｣ の記事があり､ そこに囘龍

寺の伝承が載っていた｡ それは次のようなものである｡

古代瀋陽で風害ひどく大風が七昼八夜続き､ 河川は氾濫､

作物も収穫がない時期があった｡ その時縁あってある僧侶

この地にやってきてこう言った｡ これは天上の黄龍が地上

に降りて被害をもたらしているものだ､ と｡ 百姓はそれを

聞いてこの僧侶にぜひとも黄龍を退治してほしいと頼んだ｡

すると僧侶は､ この塔湾は黄龍の頭にあたっていると確認

し､ 随行の他の二人の弟子とともに塔湾の高台に登り､ 天

に向かって祈りをささげ､ ついに黄龍を鎖で閉じ込めた｡

こうして以後百姓は平穏な毎日を送ることができたという｡

そして百姓はこの僧侶に感謝の意をこめて龍の頭とされた

場所に寺を創建しそれを囘龍寺と名付け､ その僧侶をそこ

に住まわせた｡ 僧侶が亡くなったあと､ その弟子達は彼の

紀念のため､ 寺廟の地続きに仏塔を建てたという｡

こうした伝承を事前に見知っておけば､ この夕映えは､

旅情を充分に感得も感銘深かったのかもしれないが､ それ

でもこの塔湾の夕暮れは十分に心に染み入るものがあった｡

今回のこの塔湾の舎利塔への巡覧は､ 閲覧した資料の旧

址にもあたっていて､ 大層有意義なものとなった｡
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今回の出張先は､ 岡山大学資源生物科学研究所図書館で

ある｡

この ｢資源生物科学｣ などという研究所図書館の訪書は

一見奇異にみえるやもしれないが､ その来歴を知ると､ 納

得ができようか｡

こうした研究所に､このようにして資料が集積され継承
・・・・ ・・・・・・・

されていくのだという歴史的な過程をあらためて認識をし

た訪書となった｡

＊ ＊ ＊

この研究所の前身は､ 財団法人大原奨農会農業研究所で､

大正３ (1914) 年７月の創設である｡ その名のとおり創設

者は明治大正期の篤志家大原孫三郎で､ この研究所は､ 孫

三郎が､ 大原社会問題研究所 (大正８年２月､ 現在の法政大学

大原社会問題研究所)・倉敷労働科学研究所 (大正10年､ 現在の

労働科学研究所) と並んで設置をした最初の研究所なのであ

る｡

この創設のいきさつについては､ 西門義一編 『財団法人

大原農業研究所史』 (大原奨農会 1961年３月) に大正３年３

月の孫三郎の陳述としてその概要が載る (以下この研究所の

歴史についてはこの主としてこの資料による)｡ 大原孫三郎は､

祖父の33回忌､ 父の５年の回忌に際して､ その報恩の記念

として大原家所有の土地から100町歩を寄付して財団をつ

くり､ その目的を､ 学理の研究とその応用､ 農事の改善に

おきたいと考えてこの農業研究所を設立したのであった｡

その後さらにかれは､ 大正10年には､ 書庫および閲覧室・

製本室を併設した図書館を設置して農業研究所に寄贈して

いる｡ そして研究所では､ それまでの所蔵資料をここに移

してあらたに発足した図書館での資料の集積に励んだので

あった｡

蔵書の充実をはかるために研究所は､ ドイツのライプチ

ヒ大学植物学教授プェッファー博士の遺蔵書を購入し､ ま

た研究員をドイツに留学させて洋書の収集をおこない､ 中

国でもさかんに漢籍を購入していった｡

また図書館では､ 資料の購入だけでなく､ 内外の機関と

の資料の寄贈や交換にも力をそそぎ､ 紀要や報告書類の収

集に努めた｡ 前掲 『財団法人大原農業研究所史』 には､ 昭

和27年当時の受贈雑誌数や報告書数が掲載されるが､ 日本

809種と並んで外国からのそれは､ 45カ国800種あまりにの

ぼっている｡

実はこうした寄贈依頼や資料交換といった資料収集の仕

事は､ 情報を得て収集につとめればつとめるだけよい資料

が集まるわけだが､ その分たいそう手間がかかるものなの

である｡ 関係資料の探索や個別の寄贈依頼など､ こうした

営々たる作業を積み重ねることでこのように貴重な所蔵資

料が構築されてきたということがよくうかがい知れる｡

岡山大学に移管された昭和27年当時の蔵書数と大正15年

の蔵書数とが前掲 『研究史』 に載るのでそれを示せば次の

とおりであった｡ 分野を限った研究所の図書室の蔵書とし

ては大した量である｡

今回わたしが閲覧することができた ｢満洲国｣ 刊行雑誌

も､ こうした地道な営為により収集され継承保存されてき

た結果である｡ こうした先人の努力を今一度想起し､ 資料

の閲覧をしなければならないものだとあらためて感じ入っ

た次第であった｡

さてこの研究所のその後の推移を簡単に示しておくと次

のとおりである｡ 昭和４ (1929) 年３月には､ 農学研究に

専念するために機関名を財団法人大原農業研究所と改称し

た｡ そして戦後､ 農地改革などにより大原家も農地を解放

することとなって収入がとだえ､ その経営にも困難をきた

し､ 文部省からの補助金で運営してきたが､ おりしも昭和

24 (1949) 年､ 岡山大学が創設される運びとなって､ これ

ら財産を無償で寄附することとなったのである｡

昭和26年３月にその一部が､ 翌27年４月にその残りの部

分が寄贈され､ 研究所は､ 岡山大学農学部附属大原研究所

としてあらためて発足することとなった｡ 28年には大学附
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資源生物科学研究所玄関前の大ソテツ｡ 大原家の庭に植えられて
いたものを移植したという｡

大正15年 昭和27年

洋書 32,210 71,257

和漢書 9,006 43,173

蔵書総数 41,216 114,430

旧大原農業研究所 (現岡山大学資源生物科学研究所) 訪書 (2008年２月20日)

岡村 敬二
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置研究機関となって岡山大学農業生物研究所と称した｡ さ

らに昭和63 (1988) 年には､ 資源生物科学研究所となった

のである｡

このように､ 創設当時から高名で力量のあるこの研究所

には､ 満洲国の関連諸機関からも､ 自然科学関係および農

業関係の資料を中心に多くの寄贈がなされ､ それらが現在

まで保存継承されてきたというわけであった｡

＊ ＊ ＊

今回は雑誌資料の調査であったが､ それらの概要は､

『岡山大学農業生物研究所図書館 和文雑誌目録』 で知る

ことができる｡ その所蔵雑誌から､ 旧奉天の満洲国立高等

農業学校 (のちに農業大学) の 『研究資料』 や､ さらに大

陸科学院や開拓研究所の刊行雑誌を調査して複写をおこなっ

た｡

実際に資料所蔵機関に出向いて閲覧調査をおこなうと､

いろいろな事実を目にすることができる｡ たとえば､ 予定

の調査と複写が終わった二日目に少し時間に余裕ができた

ので書庫で雑誌をみていると､ 『実業部月刊』 が目に付い

た｡ ページをめくってみると､ 総務司長藤山一雄の写真が

載っている｡ 彼はのちに物議をかもして満洲国官吏を辞す

るのだが､ 再び満洲国立中央博物館の副館長に就任するこ

とになる人物である｡ 委任令・訓令・法規・統計などが収

載されるこの 『月刊実業部月刊 第一号』 公報には､ さら

に､ 似つかわしくないカットが２点載っている｡

藤山については､ 満日文化協会常務主事だった杉村勇造

が､ 藤山は文学や音楽もやり絵も描く人物だが､ ある雑誌

に忠霊塔を造る群猿を描きそのボスを菱刈司令官の顔に似

せた漫画を載せて叱責されたことがあると回想をしている
(『八十路－杉村勇造遺稿集』､ なお藤山については､ 西田勝 ｢｢満洲国｣

に夢を紡ぐ－藤山一雄の二側面｣ (『植民地文化研究』 創刊号､ 名古屋

市博物館編 『新博物館態勢』 1995年などが詳しい)｡

このカットには､ 署名もなく確定はできないのだが､ こ

のように藤山に絵心があったということ､ 通常カットなど

載ることが考えにくい公報にあえてこうしたカットが載せ

てあること､ 藤山がこの公報の刊行責任者であったこと､

などを考え合わせると､ このカットは､ 絵心のある藤山が

埋め草として載せたカットではなかろうか推測してみた｡

いかがであろうか｡

資料をみてまわっていると､ このように意外なものも目

にすることができる｡ 些細なことだが､ 藤山の人物像を検

討するときにも､ ちょっとした示唆をうるような事実では

ないかと､ ひそかに思った次第である｡

こうしたおまけも､ 訪書と資料調査の楽しみのひとつで

はある｡
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藤山一雄写真 (『実業部月刊 第1号』
(岡山大学生物資源科学研究所図書館蔵)

カット2点 (『実業部月刊 第1号』
(岡山大学生物資源科学研究所図書館蔵)



Ⅰ

2007年の遼寧省図書館の訪書では､ 資料の閲覧のために､

瀋陽の総領事館経由で遼寧省外事庁の許可をとり､ それを

もって図書館に向かったのだが､ この2008年夏の調査にお

いてもあらためて同様の手続きをふんで来館するようにと

のことであった｡

それゆえ､ もう一度その手順をもって出かけようとした

のだが､ 報刊部のご担当から､ 現在原本の画像データベー

スを計画中であり､ 今年度から電子複写は認めず､ 撮影の

みとなった旨の連絡をいただいた｡ デジタルカメラの撮影

は可能とのことで､ カメラを用意して資料調査に出向いた｡

今次の調査は８月17日 (日) から24日 (日) までである｡

水曜午後が休館､ 報刊部は月曜から金曜の午前８時から16

時までで､ 11時半から13時まで昼休みというのは昨年と同

様である｡

Ⅱ

今年は北京オリンピックのためか､ いつもの中山広場の

遼寧賓館がとれず､ ２日間は北駅の凱莱大酒店､ 残りの日

程は馬路湾の新世界酒店となった｡

瀋陽到着の翌18日 (月) には､ 是非とも８時過ぎに図書

館に到着して効率よく仕事にかかれるようにと急いでホテ

ルを出た｡ 例によってバスで移動をするのでその分時間が

かかるのだが､ これが訪書のもうひとつの楽しみでもあり､

図書館近くの万柳塘公園を通るバス路線を見つけてこれで

通う｡

報刊部は昨年と場所が変わっていて到達するのに苦労し

た｡ 事務棟はずいぶん入りくんでいるのだ｡ ようやく事務

室にたどりついて�軍先生と再会を喜び合った｡ また館内

を視察しておられた館長や､ 閲覧許可でお世話になった副

研究館員の先生にもご挨拶をすることができて､ 調査にと

りかかる｡

あらかじめ閲覧希望を出していた資料を用意していただ

いて､ まず閲覧およびカメラでの撮影の条件を確認する｡

閲覧は昨年同様１冊につき10元､ 撮影は１ページにつき30

元と言われる｡ １元を15円と換算すると､ １枚の撮影で450

円かかる｡ 10枚 (10ページ) で4500円､ 100枚 (100ページ)

で４万5000円だ｡ いささか高いのだが､ こればかりは仕方

がない｡ ただ昨年の訪書で確認していた 『月刊満洲』 の竹

中英太郎による表紙絵などはカメラで撮影できるほうがあ

りがたい｡ しかしながら本文の記事や目次の撮影について

は一苦労である｡ この金額もさることながら､ 撮影技術が

おぼつかない｡ 帰国して読むことができるかどうかそれが

心配で､ 撮影してはカメラの画面を拡大して読めるかどう

かを確認しつつ撮影する｡ 面倒だが仕方がない｡ ともあれ

昨年の調査で見逃したものや不明であったものを中心に見

ていきながら撮影を進める｡

今回は､ 『月刊撫順』 『月刊満洲』 の調査が中心で､ すで

に目次一覧を作成しつつあった項目の確認と記事の撮影を

行っていった｡ 記事の内容にについては別稿の ｢解題およ

び目次一覧｣ のとおりだが､ どうしても個々の記事の内容

に目がいく｡

たとえば康�６ (1939) 年１月 (第12卷第１號) と３月

に掲載された衞藤利夫 ｢本を盗まれた話 上・下｣ などつ

いつい読んでしまってなかなかはかどらない｡ これは､ 大

正10年ごろ大枚3000円を奮発して満鉄奉天図書館で購入し

たアレキサンダー・ワイリー (偉烈亜力) の未完遺稿が盗

まれてしまった話だ｡ それは後日市場で出ているのを取り

戻すことができたといういわば後日談で終えているのだが

当時は大騒動であったであろう｡ この手の本の話は実に面

白い｡ そしてこの記事でもうひとつ興味を惹かれるのがこ

うした資料購入への当時の図書館内外の評価である｡ これ

らの資料は､ 満鉄の社業に直接資するわけでもない､ また

満鉄沿線の住民によく利用されるとも思われない｡ しかし

ながらこうした資料を衞藤は自らの信念から購入するのだ｡

そうしたことに対して内外の評価は如何なものであったろ

うか｡

衞藤は､ この購書に対して満鉄社内では､ 面と向かって

叱られたことはなかった､ しかしながら蔭での非難は､ ず

いぶん馬鹿な買い物をしたものだ､ とさんざん言われた模

様だ､ と回想する｡ 大連や奉天の満鉄図書館は満鉄社業の

参考図書館でもあり､ これらワイリーの未完遺稿がいくら

貴重であっても､ その購書にはさまざまな意見があったこ

とは容易に想像できる｡ 柿沼介大連図書館長や衞藤利夫奉

天図書館長が辞職したり図書館自体が再編されたりした時

期に､ それまでの集書・購書に非難が集ったこともあった

のだが､ このワイリーの購書はまさにそのひとコマであっ

たといってよいだろう｡ たまたまこの一件は盗難にあった

話として述べられているが､ そうした奉天図書館の蔵書集

積の裏面を覗きながら読んでいくとまたたいそう興味がわ
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遼 寧 省 図 書 館 訪 書 記 (2008年８月)
奉天四塔巡覧

岡村 敬二
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いてくるものだ｡ そして当時の満鉄は､ こうした資料を購

入することをいわば許していたということでもある｡ いず

れこの記事や衞藤の論考も､ 稿をあらためて紹介する機会

があると思う｡

他にも大佐三四五がふたつの号にわたって記した ｢亡き

愛兒の思ひ出｣ (第８卷10月號 昭和10年10月) などどうしても

目がいってしまって読んでしまう｡ たとえばそれら記事が､

後日論集や回想録に再録されてそれを読むというのではな

く､ 当時刊行されたまさにその現物資料で読んでいるとい

う現実に､ 読み手調べ手である私は身の引き締まる思いが

する｡ こうしておもわず佇まいを正す瞬間など､ それが訪

書の楽しみでもあり醍醐味でもあるといえるだろう｡

ともあれ今回は､ 『月刊撫順』 『月刊満洲』 が目的で､ そ

の編輯者で康徳11 (1944) 年になくなった城島舟禮の追悼

號もみておかなければならない｡

事を準備していたかのように舟禮は､ 娘と結婚した斎藤

英一を養子として迎え､ 絵もよくする英一を 『月刊満洲』

の誌面に登場させ時に表紙絵も描かせたりしていた｡ 遼寧

省図書館には ｢城島舟禮の追悼号｣ (康徳11 (1944) 年６月)

が残るが､ これは英一が舟禮の友人たちに助けられて編集

をしたものであろう｡ 破天荒の舟禮にみえるが､ 追悼文の

なかには､ 舟禮はああ見えてもこと原稿に関しては用意周

到で病に倒れた正月26日にはすでに三月号の原稿は印刷所

に入稿済みで４､ ５月号の編輯プランも立っていた､ など

と意外な側面が､ 語られる｡ 舟禮死してこの追悼號で斯く

語られるのを読むと､ これも含めてまた城島舟禮の ｢編集

行為｣ のひとつであったのかとあらためて感銘を受けるこ

とである｡

その後の雑誌は英一が編集をおこなっていくことになる

のだが､ 1944年という時局もありやはり雑誌自体が細って

いくのも已むを得ないところであった｡ 北村謙次郎はこの

英一も戦争前に亡くなった模様､ と記している (『北辺慕情

記』) が､ 奉天 (瀋陽) 近くの撫順で産声をあげた城島舟

禮編集のこの雑誌が､ 満洲事変や満洲国建国､ 治外法権撤

廃などの大事件を体験し､ 営々と編輯・刊行を持続させ､

やがて舟禮の死と追悼號､ 遺族による編集の継続と廃刊・

終戦と､ このように時代の波を如何様にか生き抜いてやが

て潰えた雑誌の現物を､ いまこうして瀋陽 (奉天) の図書

館で読んでいる自分も､ なにかしら ｢満洲｣ の時代の歴史

の一場面に在るという気分を感じ取るそんな瞬間でもある｡

そしてまた､ 城島舟禮だけでなく､ 城島英一の事績もぜひ

とも調べてそれを明らめなければと思うことでもある｡

Ⅲ

『月刊満洲』 などについては ｢解題｣ で記したので､ の

こりの誌面を借りて瀋陽という都市の印象を少し記してみ

たい｡

報刊部の開室が16時までで､ 図書館を後にしてもまだ外

は明るく､ いつものことだがホテルに帰るまでの２時間ば

かりを町の散策に当てることにする｡

2007年の瀋陽行きの時には､ 満洲国立高等農業学校の在っ

た市内北西部の塔湾に出かけて舎利塔を眺めたのだが (別

掲 ｢遼寧省図書館訪書記 (2007年８月)｣ の ｢資料紹介 『塔影』 創刊

号 満洲国立高等農業学校校友会 康徳３年12月｣ 参照)､ そのとき

には他に奉天四塔のうちの東塔にも出かけている｡ 今2008

年の訪書では､ この東塔もふくめて､ 奉天 (瀋陽) の四方

に建っている東西南北の４つの塔を廻ったことになるので

その印象をまとめて書いておきたい｡

この四塔の概要については今回瀋陽の書店で買うことが

できた 『盛京勝景』 (2008年３月 瀋陽出版社) の ｢四塔凌雲｣

に概要が載る｡ それによるとこれらの塔は崇徳８ (1643)

年清の皇太極 (ホンタイジ) の勅建で､ 順治２ (1645) 年竣

工した｡ 東塔永光寺､ 南塔広慈寺､ 西塔延寿寺､ 北塔法輪

寺の四塔四寺である｡ 乾隆帝の盛京東巡の時に扁額を賜り､

東塔には ｢慈育群霊｣､ 南塔に ｢心空彼岸｣､ 西塔 ｢金粟祥

光｣､ 北塔 ｢金鏡周圓｣ と掲げてあるという｡ 盛京城の五

里外の四方に護国のための四寺四塔を建造し､ その様は

｢皇図一統大､ 仏塔四門全｣ の雄大な気勢を示していると

される｡ これらはいずれも喇嘛教様式で､ モンゴルへの同

盟的意思の表明でもあり､ また喇嘛教による清王朝の ｢江

山社稷の安定｣ 護持の教えにも則ったものでもあった｡

昨2007年には東塔に出かけてみた｡ 塔湾の舎利塔にも続

く新開河から分かれて図書館近くの万柳塘公園に流れる南

運河の畔に建ち､ この流れの中で大変に落ち着いた風情を

みせている｡ この東塔付近は清末民初には ｢東塔春耕｣ と

称され､ 奉天農事試験場もあり日本から農学博士が技師と

して招聘されて､ 花草や蔬菜､ 果木や牧畜などに励んだ｡

民国初頭に飛行場を建造することになり農事試験場と農林

学堂は停止となったのである｡ そのことからもよりのバス

停は ｢東塔機場｣ という｡ 川辺では凧揚げなどもしている

男性もいて､ この風景は大変にのどかでこころが休まると

ころだった｡ 川沿いに建つ寺院や塔はやはり風情があり､

瀋陽が清朝の陪都であったことを今一度思い起こさせてく

れる｡
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2008年の訪書では､ 以前にも出かけたことのある南塔に

もう一度出かけてみた｡ 遼寧省図書館から歩いて30分くら

いの場所にある｡ ここは南塔公園となっていて､ お寺の広

慈寺には入れないようだったが､ 近くの子どもらが遊んで

いて市民の広場となっている｡ この広慈寺には千手千眼仏

が祀られてある｡ その姿は､ 臂 から多くの手が四方八方

に伸び､ そのそれぞれの掌には眼がついていて､ それで人々

は千手千眼仏と呼んでいるのだという｡ そしてその由来は

つぎのようなものであった｡

昔皇帝に三人の娘がいて三人目を三皇姑といったが､ 上

の二人の娘と違い彼女は富貴な生活にもなじまず､ ある日

皇帝に ｢皇宮をでて庶民の暮らしを見てみたい｣ と申し出

たが許されず､ 結局皇宮を追い出されることとなった｡ 彼

女は小さいときから賢く手先も器用であり､ 勉学に勤しん

で医を学び病を治す術を会得した｡ そして人びとに施術し

病を治し家畜の病気もまた治したので人びとは彼女を敬慕

した｡ ほどなくこの事の次第を知った皇帝は彼女を皇宮に

連れ帰そうと家臣を派して説得したが聞き入れることがな

かった｡ 皇帝は怒って三皇姑の手を切り落として､ どうだ

帰るかと問うたが彼女は､ ｢死んでも帰ることはない､ ひ

とつの手をなくしてもまだもうひとつの手とふたつの眼が

ある｡ それでもって民のために働くことができる｣ と応え

た｡ すると､ 皇帝はいっそう怒って､ さらに彼女の眼もひ

とつ抉り取ってしまい､ 彼女を深山峡谷に追放し捨ててし

まった｡ このようにしてその三皇姑は処罰されたが､ その

後人びとは涙を流して悲しみ彼女を探したがいくら探して

も見つからなかった｡ 彼女は深山に捨てられて落ちたとき

に樹の股にひっかかっていたのだが､ 彼女が民のために疾

苦を除去し続けたことに動物たちは感動して､ そこに寝床

を造り野菜や果物を運んで彼女の傷を癒した｡ これが皇后

の知るところとなり､ 人を派遣して調べさせ､ 彼女がまだ

生きていることを皇帝に伝えたところ､ 皇帝はそれに十分

後悔し彼女に謝罪をした｡ しかしながらその手も眼も元に

もどるわけもない｡ 三皇姑は深山で洞をさがしそこで人び

との治療をした｡ 皇帝は亡くなった後に天上界にて玉皇大

帝となったのだが､ 彼女のことが気がかりでたまらず､ 神

鳥鸚鵡を使いに出して､ 如来仏に彼女を ｢全手全眼｣ の仏

にするようにお願いしようとした｡ そして鸚鵡が如来仏の

もとに赴いて三皇姑を仏にして欲しいと頼んだところ､ 如

来仏はどんな仏号がよいかと問うた｡ すると人の言葉は話

せるのだが言葉がはっきりしない鸚鵡でもあり､ ｢全手全

眼､ 全手全眼｣ と言ったのだがそれが ｢千手千眼｣ と聞か

れた｡ 如来仏は使いの童子を大鵬金翅鳥に化して､ 仏の手

と龍眼を銜えさせて下界に派遣し､ 三皇姑を ｢千手千眼仏｣

として済度したという｡ こんな伝説であった｡

こうした言い伝えは仏寺にはよくある逸話であろうが､

古都瀋陽の歴史の深さを感じさせてくれるものであろう｡

北塔は九・一八歴史博物館の近く､ 崇山東路の南側で柳

条湖街と北塔街に挟まれて在る｡ 四塔のうちこの北塔と法

輪寺が現在､ 仏教的な活動を行っているように見えた｡ 僧

侶も幾人か歩いていて､ 信仰者とみられる方も塔の周りを､

何というのだろうかお百度を踏むように歩いているのが印

象に残った｡ この寺と塔は省の文物保護単位となっている｡

大殿には６尺の彩色の天地仏が祀られ左右には日光・月光

両菩薩がひかえる｡ この天地仏は､ 歓喜仏､ 陰陽仏､ 和合

仏とも言われ､ 毎年農暦３月18日が法輪寺の廟会 (縁日)

であり､ 善男善女がお線香をあげ幸せを祈るためやってく

るといい､ なかには女性が子授けのためにお参りにくる｡

俗説に､ この天地仏の体のほこりを水と共に飲むとたちど

ころに懐妊し子どもが生まれるともいう｡

ここも外は公園になっていて､ 音楽に合わせて体操をす

る人たちや､ のど自慢を披露する一団があって､ 生活に根
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ざした一帯であるように感じられて旅行者ながらほっとで

きたひと時である｡ この東側には高級マンションが林立し

ていて､ 構内に入る門には門衛が雇われて立っている｡ そ

んな地域であるが､ いずれにしても現在仏事がなされてい

て､ 広く開放されているお寺でもあり､ こうして人びとが

信仰や楽しみやらで集うているのを見るのはとてもこころ

が安らぐ｡

このあと西塔に向かった｡ 寺は延寿寺である｡ この西塔

の界隈は朝鮮族の居住区で､ 潘陽駅近くの太原北街の突き

当たりになる｡ 2001年に松原孝俊教授の訪書隊４名の一行

に入れてもらって訪れたときに､ 松原先生の案内で朝鮮家

庭料理をいただいたことがあった｡ カラオケ店などは少し

けばけばしくて近づきがたい繁華街ではあった｡ 西塔の建

つ境内は朝鮮族の商店が建ち並んでいて､ もう寺や塔の面

影はない｡ 寺には長寿仏が祀られてあり､ 長寿仏の生まれ

日とされる農暦５月には廟会があるという｡

このように､ 盛京 (奉天) 城の四周には４つの護国のた

めの塔と寺が配され､ この奉天は喇嘛教の加護のもとに清

朝陪都としての役割を果たしてきたといえよう｡

日本が満鉄を獲得して附属地を開いた日露戦争以降の

｢満洲｣ 時期の奉天の街は､ 奉天城の城内､ 奉天駅近辺の

附属地､ その間にはさまれた商埠地の三様にして発展して

きた｡ 城内には､ 故宮はもちろんだが､ 満鉄の公署や建国

以降に満洲国立奉天図書館となった張学良旧宅などがあり､

建物も町並みも昔ながらの ｢旧影｣ である｡

附属地は奉天駅から ｢千代田通り｣ が真っ直ぐに伸び､

両翼に ｢浪速通り｣ ｢平安通り｣ が走る｡ 浪速通りには､

ヤマトホテルや横浜正金銀行､ 満洲医科大学のある大広場

があり､ 千代田通りの南には千代田公園があって近くに満

鉄奉天図書館が建っていた｡

商埠地はその間の地域で､ 今では北に瀋陽北駅があり繁

華な町となっている｡ また駅近くの奉天地方法院のあった

あたりは現在市政府があり市政府広場を囲んで遼寧省博物

館や劇院もあって賑わいを見せている｡ 以前はここに瀋陽

市図書館があったが､ この市立図書館は近年開発が進む五

里河地区に新館として移転している｡ この市立図書館は省

図書館とも程近く､ サービス上の立地としてはいささかもっ

たいない気もしたりする｡

瀋陽の町はいま､ 北部の北駅と南の五里河地域が開発中

のように見られた｡ いずれ現在工事中の地下鉄が開通する

と､ また人びとの流れもかわるだろう｡

わたしなど旅行者の目からしてみると､ 瀋陽という都市

は､ 故宮や旧来の建物を抱える城内と､ 日本支配下の建物

などがまだ残る附属地と､ 商業地域の商埠地とがそれぞれ

に存在していて､ 飽きることがない｡

今回は､ 塔湾の舎利塔および東西南北の四塔を回ってみ

たが､ どこかにやはり古都としての面目が保たれているよ

うな気がする｡ 満洲国時期の､ 大連と新京が､ その都市の

雰囲気としてそれぞれに ｢大連イデオロギー｣ ｢新京イデ

オロギー｣ を持っていたとよく語られるが､ その間にあっ

てこの奉天 (瀋陽) は､ その古都としての風情と､ 文物を

蔵する本体力というものを保持してきたという気がしてな

らないのである｡ 今回四塔をめぐってみて､ いっそうその

感想を強くもったことであった｡
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