る私たちの豊かな糧にしたいものです｡

.
i
J
;+
.
.'

(千葉昌秋)

第十一回孟宗忌を機に'直の文学をじっくりと見直し'今を生き

す｡

に乗って'街にあふれ返るモノを見るとき､そんな思いを強くしま

きくなり労働の真価が損われようとさえしています｡華やかな宣伝

た時代とあまり変っていません｡むしろ歪みやひずみが'さらに大

の状況も激しく変化しっつあります｡しかし現実は､直が生きてい

高･ドル安｣の声が高まる中で'私たち働く者の労働の態様も職場

ことしは直が1九五八年に亡くなって'三十年目になります.｢円

いている｣という実感が'さわやかに湧いてくるのはその時です｡

ふっと徳永直の｢最初の記憶｣の1節が浮かんだりしました.｢働

ですが'腕まくり･ゴム引きの長エプロン姿で立ち働く合い間に'

店に手伝いに行っています｡手伝いと言っても'全くの下働きなの

私事で恐縮ですが'この三年ほど'年末に‑‑フ製造業の友人の

‑徳永虐文学を見直そう‑

労働の真価が見失われる今
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直の精神を今に
日出男

私はその書き出しを今も覚えているのである｡

昭和六十二年二月十六日夜､徳永直を偲ぶ会が熊本市産業文化会

館で開催された｡中村青史氏の講演に次いで津田孝氏が話された｡津

田氏の話を聞いていて'私は右のような昔話を思い出したのである

田

｢汽車が文化を運んできた｣

永

これが小品の書き出しだった｡

に'プロレタリア文化誌｢戦旗｣で'戦旗の編集長が山田活三郎氏

喜二の｢三･一五｣､窪川稲子の｢キャラメル工場から｣などと共

たのだった｡満州国錦州省で炭硬の鉄道建設に従事していた私は､

だったからである｡山田氏は後日'満州日日新聞編集長となり渡満

が'それは'徳永直の｢太陽のない街｣が発表されたのが'小林多

｢東横線｣が完成して'試運転列車が終点の｢東坑｣に着いたとき'

された｡

昭和十三年の秋だった｡当時'私はこのような環境におかれてい

まさしく'汽車が文化を運んできた'としみじみと実感していた｡

手も足も搾ぎ取られ'生きる道など奪われたとき､山田氏は一時｢満

第二次世界大戦が激しさを増し'日本に於ける共産主義者達が'

と云う小さな街から九粁離れた'民家が十軒にも満たない大草原の

｢乗坑｣正しくは北票炭破棄採炭所'が建設された地域は'北票

中の静かな緊落だった.人間の生活そのものが文化であるならば'

ったころ'誠に稚拙な作品であったろう'戦旗に投稿していた青年

時代のことや'満州で｢東破線記｣を唱矢として'敗戦=満目終寓

目｣に難を逃れられたのである｡私は山田活三郎氏が戦旗で健在だ

のこと'恐らく手紙も配達されたことはなかったであろう｡そうい

まで満目に折々雑文を書かせてもらったことなど'懐しく思い出さ

文化がなかったとは言えないが'ラジオも新聞もなく'書籍は無論

う状態が何百年も続いているような宋落であった｡つい数ヶ月前迄

｢山田清三郎さんは御元気でしょうか｡｣

れたのであった｡講演が終ってから'

校が造られ'満人の教師が送り込まれて'五族協和の教育が強制さ

と私は津田氏に尋ねた｡

はそういう状態だった｡日本人がは入り込んでから寺小屋式の準学

れていた｡従って試運転列車が汽笛を響かせて到着したときは'初

変らず文筆活動はなさっていますよ｡御元気です｡｣

｢お元気ですよ｡もうお歳で'戸外の活動はなさいませんが'相

させて私たちは酒宴を張った｡部落が空っぽになる程'老若男女が

と言われた｡右は私ことで誠に恐縮であるが'津田氏が'別れる

等科一年生の少年文化人が数名はいた訳である｡試運転列車を停車

集まった｡彼らには日章旗と満州国旗が渡され'菓子が配られた｡

跡を残した最初の業績である｡私は工事が完成すると'建設記と試

が'ただ'偲ぶだけでは意味がない｡彼の精神を今の世に生しても

｢熊本の皆さんが'徳永直を偲んでお集り下さること誠に有難い

とき言われた言葉は､その後も心に残って忘れ難い｡

運転の模様を｢満州日日新聞｣に寄稿した｡幸に採用された｡土木

らいたい｡｣

東破線は私が渡満して､否'土木屋になって'始めて地球上に足

屋として最初の仕事で'投稿最初の新聞掲載であったからであろう｡
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も読み易かった｡それまでの作品は何となく入りにくくてぎこちな

ない'ただ生きるだけといった人々に重くのしかかってくるのであ

ーシヲのような'富もない'力もない'家もないといった何も持た

貧しい者へと階段状に順送りされ'どんどん大きくなった矛盾が'

い読み方しかできなかったのであるが､妻へ話しかける形に少しだ

私がこれまで読んだ徳永直の幾らかの作品の中では'この話が最

けとまどっただけであった｡文章からも'かなり異なった印象を受

に'さらに搾り取られ､生きる意欲さえも'奪い取ってしまう｡

る｡いやへ

心の中には'その過去を踏まえ'次の足がかりとして'生きること

はなかった｡過去を見つめ､その意味を問う時'すでに､この夫の

そして'ただ振り返ってばかりいるのかと思ったら'それだけで

こういったことを'作者は含めて書いていると思う｡

のしかかってくるから'ただでさえ何も持っていないの

けたが'やはり戦後の作品だからであろうか｡

自分の直接の体験'又はそれに近いものを描いた作品が多い中で
この作品は'妻の体験とそれを通して見た自分の体験という書き方
で'間接的に見るようだ｡自分の苦しさではなく周りの苦しさを推
しはかることで'彼の家の者に対する愛情から出発し'また単にそ

尚

美

供たち'そしてそれぞれの歴史に

ならない'といった妻'自分'子

ないためにも立ち上がらなければ

でのような世の中を再び繰り返さ

への意欲･希望･自分の思想や行動への熱意が感じられる｡これま

瀬

きく存在しているようだ｡

対しての使命感が'その中には大

｢妻よねむれ｣というタイトルや｢亭主のせなかで眠ってくれ!｣

高

｢妻よねむれ｣を読んで

れだけで終わることなく'労働問題を描写したものである｡
中でも心に残っているのは'死

んだ妻の住い立ちを'実際その土
地へ行き'もういない妻の過去の
かけらを拾い集めるように'回想
していく様だった｡戦争が終わる
までのものには見られない'あた

たか味が感じられた｡そして'貧しく苦しかったであろう妻の過去
と'夫婦として生きてきた自分達を振り返って'それらがどのよう

でいった妻に代わって'自分が何かを変えていってやるという前向

という最後の言葉には､苦しさを背負い込むことしか知らずに死ん

ーシヲは一人だけではなく'大勢の‑シヲが当時はどこにでもい

のような作品は'読んでたいへん珍しいと思った｡

(熊大三年生)

国家の表側で下敷きになっている人々を描いた作品は多いが'こ

きな気持ちが伝わってくるようだ｡

な時代であったか'が浮き彫りにされている｡
たのだろう｡程度の差こそ'あるかもしれないが'同じような過去
を持ち'同じような道をたどり'そして'何もわからぬまま死んで

いったーシヲのような女性たちが'一体どれだけ多く存在しただろ
うか｡何故こういった運命をたどらねばならなかったのだろうか｡
そういった事を考えていくと'ぶつかるのは'時代背景'つまり

どのような世の中であったか'どのような政治が行われていたか'
といった問題である｡そして'その世の中の矛盾が'富める者から

(4
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風を失った地方

風を失った地方には
みわたすかぎり氷がはりつめ
新しく芽ぶいてくるもの

みずみずしい若さのしたたりを
拒絶しないではおかない

二十重にからみあい

あらゆる場所を占拠する樹根は
互いに十重

網状の包囲陣をしいて
頭をもたげてくる者を

おしつぶしてはばからない

t体誰がこの氷をとかし

樹根を切り開いて
頭上にひろびろとした空間を

創造するのか

思うに思想の電磁波こそ

どんなすき間からもしのび入って

緑色の械椴で

寒冷の地に灯をともし

文学が放つ香気は

荒野をおおうにちがいない

木

庭

克

敏

みはるかす視界に

移しい才能が芽吹き
欝然とした森を形づくるまで
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出

合

い

原
孟宗忌との出合いは七回日頃からではないかと思う｡

秀

子

前年の夏'熊大の公開講座で中村青史先生の｢徳永直の作品に於
ける女性像｣を受講した｡作家自身の女性観がいじらしかったし･

古い地図上での散策は'プロレタリア作家が急に身近になった様で
楽しかった｡

そして'孟宗忌への誘ないである｡

その日はとても寒く'会場までの道は前日のみぞれの故か湿っぽか
った｡

(

U

それはひと重に〝郷土の不遇な作家を正当に人々に知ってもらい

田

博

行

たい〃という熱い思いからであろうと'私たちは敬服している｡

映画のない街

沢

昨年'県立図書館で上映された映画｢太陽のない街｣を観た｡い

っ頃の作品かは知らないが'相当古いものであることだけは確かだ｡

映像はひどく痛み撮映技術も現在のものと差があった｡勿論それ故

に'リアリティがあり原点をよく伝えていると思う｡だが'他の文

学作品が何度もテレビ､映画化されているのと比べると寂しい気が

そう刻まれた黒い大理石の前には'三々五五と人が集まっていた｡

てきたからに他ならない｡確かに作者は階級闘争の記録として著し

それは｢太陽のない街｣が常に階級闘争の作品としてのみ扱われ

する｡

セレモニーが終ったテントの中では'焼酎に目ざLt徳永直の妹

ただろう.だが'そう言った画1的視点でのみとらえるのは非常に

｢私たちは'労働について､もっと語らねばならない｡｣

さんが持参された切干し大根のおにしめと赤飯で交歓会がはじまっ

もったいない｡写実主義や歴史文学やその他色んなとらえかたが'

かわってくる｡だから多くの監督に撮って欲しいものだ｡これはな

た｡私にとって'いろいろな文学者の命日というのは遥かに想うだ

それが､ふるさとの立田山麓の竹林の側であり'今日出会ったば

にも映画に限ったことではなくへ読み手の場合も同じである｡そう

できるのではないか｡特に映像は製作者によって大幅にイメージが

かりの人とも共に語り合える‑｡何とも心安く楽しい会であったの

でなければ｢太陽のない街｣は文学ではなく単なる記録でしかなく

けのものであった｡

は､大きな歓びであった｡

女三人連れで初めて参加した私たちにまで気を配って下さった中

｢太陽のない街｣が一般に受け入れられないのは'どうやら私達

なってしまうだろう｡そしてやがて風化し忘れられてしまうのだ｡

にも責任があるようだ｡

村先生は'十一回を数える現在に至るまで'人なつっこくていねい
なことに変わりがないoしかも'無名の,,,‑ハ‑的私たちに何かと

仕事を与えて下さる｡

1988. 1
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｢八年制｣ の社会的背景

一'義務教育年限延長案について

今

西

紀代子

作品のタイトル｢八年制｣とは'義務教育の｢八年制｣のことで
ある｡

義務教育年限は'明治四十年に｢小学校令｣攻正により'それま

二'昭和初期の教育事情

2

昭和初期の教育事情について'宮坂広作氏の文章より抜粋させて

当時のジャーナリズムが頻繁に取りあげた教育問題は'教育疑

いただく｡

①

獄に'入学地獄､就職地獄と学校騒動であった｡

教育疑獄の中には'大阪市や名古屋市の場合のように不正入学

にかかわるものが多く'東京の学習帳売り込み事件も入試準備教

ったといえよう｡

1九二七年(昭和二)

には'高校の定員約五千人に対して五万

は'中学や高専に入学する子どもをもった中産階級の親たちであ

育に由来するわけであり､昭和初年に教育に強い関心をもったの

②

③

(昭和四年の大恐慌を背景に‑注･今西)大学卒業者の就職率

人の志願者が殺到｡

は昭和五年で五八･一%'昭和八年で四〇･1%にすぎず'専門

④

延長しようという案がたびたび検討されてきた｡昭和十一年'二

学校卒では二割そこそこ｡

での四年から六年へと延長された｡そして､その後'さらに二年間

二六事件の後'三月九日には広田弘毅内閣が成立し'文部大臣には

就職難なるがゆえに学校卒業の資格を得て'生存競争に打ち勝

たなければならないというのが'中産階級の対処のしかたであっ

⑤

の平生文相を指すものと思われる.平生文相は､同年十1月六日に

た｡

実業家出身である平生飢三郎が就任した｡作品中のH文相とは､こ
閣議に対して｢義務教育八年延長案｣を提出した｡延長の主な理由

三'｢受験児童｣について

作品中の｢受験児童｣の一例として'昭和十1年五月十四日の

は'戦時体制へ向けての労働力･軍事力の基礎固めのためである｡
しかし'財政難などの理由により反対意見が続出し､また'広田内

｢九州新聞｣の記事を紹介したい｡要約するとへ次のとおりである｡

熊本県下の公私立中等学校入学志願者の身体状況調査の結果が

閣自身が翌十二年一月二十三日に総辞職したため'法案は帝国議会
に提出せずに廃案となった｡

しており'｢試験地獄の為め体格は著しく低下｣している｡

判明したが'それによると'体格が劣るようになり'近視が増加

されることになったがへ戦争のために中断された｡結局'長い間の

都会のみならず'熊本県でも｢試験地獄｣の影響が出ていること

その後へ 八年制は'昭和十六年三月の｢国民学校令｣により実施

懸案であった八年制は'実現されることはなかったのである｡

1988. 1
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から判断すると'この問題は全国的に広範囲にわたるものであった
ということが'うかがえる｡

∧注>この当時'徳永は熊本在住ではなく'東京在住である｡
(大正十一年に上京)

四㌧東北地方の｢飢餓地獄｣について

第五草の中ほどから'東北地方の寒村の小学校の｢飢餓地獄｣の
3

二月にドイ

様子が描写されている｡その状況をさらに詳しく見てみたい｡上空
一郎氏によれば'次のとおりである｡
まず'日本の経済状態は'｢大正七年(1九1八)

ッの降伏で大戦が終りを告げると'連合国への物資供給で栄えてい
た日本経済は大きな打撃を受け'二年後の大正九年には早くも恐慌

に至って金融恐慌におそわれ'立ちなおる間もなく'

に見舞われ｣'これがきっかけで｢慢性的不況に陥り'昭和二年
二九二七)

昭和四年の世界大恐慌の大酒を受けることとなった｣.
そして'東北地方では'それに追い討ちをかけるように'天候不

順による凶作が昭和六年､九年､一〇年と重なり'農民たちの生活
は極度に窮乏した｡子どもたちの弁当は'｢稗に麦一割を混ぜた飯｣
のようなものであったという｡また'｢欠食児童｣の数(朝･昼･

夕'いずれかを欠食)は､昭和九年度で東北六県を合わせて二〇万
人にも達するという状態であった｡
4

次に'徳永自身が実際に東北地方を訪れて記した文章があるので
紹介したい｡﹃東北凶作地巡回記(青森県の部) ﹄ (昭和十年) に
は'次のように記している｡

ここでは家の中に板の間すらがない｡土間に粗殻をならべ'それ

に藁蓮を敷いてあるのだ｡仰ぐと杉皮の裂けめから'小雨がポッポ

ツと落ちこんできて土間は黒く濡れてゐる｡(中略)

5

しかし何といふ低い生活だらう｡関西でも九州でもこんなひどい
暮しの百姓は'私は見たことがない｡

徳永は'｢のちのプロレタ‑ア作家中'屈指の逆境下で育った｣

と言われているが'その徳永でさえもこのように驚いているのだか

ら'その貧窮のはなはだしさが想像できる｡

究｣

激動期の子ども﹄

第一法規出

注‑ ﹃日本近代教育史事典﹄ (平凡社'昭46･12) なとを参

﹃教育学全集3﹄

考にした｡

注2

﹃日本子どもの歴史6

小学館､昭和43･2

注3

版'昭盟･7

﹃文学評論﹄

研

第三十号

発行

(﹃日本近代文学全集43﹄

二巻三号､昭10･3

注4

紅野敏郎｢作家と作品｣
集英社'昭46･9)

注5

文

昭和五十九年九月二十日
｢国

熊本女子大学国文談話会より

△

事務局だよ‑
暮れの二十八日'宮城の佐藤三千夫記念会事務局長の今野文彦

氏より会費として一万円の送金(振替)があった｡貯金局から徳

展開した｡地元紙や地元放送局などの大いなる協力があった｡地

元の総合雑誌｢肪船｣に中村青史が｢徳永直｣を連載している｡

また｢民主文学｣の今年の三月号には｢熊本と徳永直｣を発表｡

本会報の編集には'木庭'千葉'中村のほか､前号からの三沢

本年は作品を読み深める年にしたい｡

△

そして今号新たに沢田'今西の諸氏が当った｡二十代の若手の参

永直の会の振替利用が長いことないので取り消そうかと連絡があ
ったりしていたので､これでしばらく振替えも存続することとな

張って続けられていたが'その場所に杭が打たれたので'今回は

焼酎とめざしの偲ぶ会がここ数年'文学碑横の路上にテントを

った｡時々はこ利用のほどを｡

△

画を得たことはうれしい｡

それより前十二月十日には'次のような手紙が金野文彦氏から

届いた｡

取り止めざるを得ない｡

(三四四)

1(代表)内線二五八四

熊本･徳永直の会

1

熊本大学教育学部中村研究室

二1

熊本四‑二四九八番

〇九六

熊本市黒髪ニー四〇11

章や情報をお寄せ下さい｡
〒

電話

振替

印刷所㈱昭兼山三匹苧五二五二三四三主八八六

1988年1月16日現在

去る四日の｢没後六五周年･佐藤三千夫を偲ぶ仙台の集い｣に

支出

際しましては､電報を送っていただきましたことを感謝申し上げ

ます｡集いでは'佐藤弘友氏が読上げ紹介いたしました｡集い当

日の｢朝日新聞｣宮城版'｢赤旗｣文化欄に佐藤三千夫に関する
記事が掲載されました｡ちょうど命日ということでもあり､石巻

7,200

第10回孟宗忌諸経費

69,61 1

差引残高

から参加された泰夫さん'ハルさん夫妻も感慨深げでした｡ただ

7,800

送料

16,000

会報16号

116,611
計

47,000

計

残念なことに'首藤直一郎さんが遠方ということで'直接参加さ

付

れませんでした｡尚'首藤さんの大書された俳句が会場に掲げら

収入

○会報に原稿を‑‑どんなささいなことでも徳永直に関する文

寄

1 8,550
雑収入(偲ぶ会残金)

1,500
費

46,500
会

50,061
繰越金

16,000

17号

〟

れました｡来年は'徳永直没後三十周年ということでもあり'当

会ではなにか企画を考えたいと思います｡また'各方面に働きか
け'特集を企画してもらうようにしました｡地元の有力紙｢河北

佐藤三千夫記念会

本会としては'没後三十年として'昨年徳永直キャンペーンを

熊本徳永直の会御中

きます｡

孟宗忌が成功されますよう'当方も微力ながら支援させていただ

新報｣が企画を考えてくれるような方向に動いています｡来年の

△

会計報告(1987.2‑ 19881 )

△

8

1988. 1
熊本･徳永直の会会報18号

