占領下お茶の水女子大学の学生運動
一 杉 内蘭子 ･岡百合子氏 に聞 く ‑

今

西

は じめ に
日本の学生運動史のなかで,研究史上のブラック ･ボ ックスは,女子学生た
ちの意識 と行動,在 日朝鮮 人たちの活動が,ほとんど分かっていないことであ
る｡そ こに50年代 のお茶の水女子大学の記録が,杉内蘭子民 らを中心 に, 『
私
の女高師,私のお茶大』 (
創英社 ,2004年,以下 , 『
私の女高師』 と略) として
出版 された｡東京大大学の一 ･九会の記録 とともに貴重 な ものである｡一 ･九
会の記録 は, もう残部は少 ないが,国会図書館 な どで読 むことがで きる｡ これ
に対 して, 『
私の女高師』 (
頒価 ,1500円) は,残部があるので,杉 内氏 に連絡
FAX ･03‑33
4‑59
08)｡貴重 な写真 な ども載 っ
すれば,人手が可能であ る (

てお り,写真 を見るだけで も,50年代の学生運動の雰囲気 とい うものがわか る

｡

岡田裕之氏 (
法政大学名誉教授) を通 して,杉 内蘭子氏 と岡百合子氏 をご紹
介 していただき,2009年 9月28日,暑 さの厳 しいお茶の水女子大学の桜蔭会館
で,お二人にお会いすることがで きた｡私 は,その前の20日間,サハ リンでの
残留韓国 ･朝鮮人の調査のために,韓国,サハ リンに行 ってお り,前 日は一橋
大学で安丸良夫氏 (
同名誉教授)の民衆史の研究会に出席 して疲労困倭状態で
あ り,風邪 まで引いて最悪の コンデ シ ョンであった (
拙稿 ｢｢
植民地責任｣へ
の旅｣ 『
アリーナ』第 8号 ,2010年)｡ しか し,お二人は, こち らの失礼 な質問
にも,実 に率直によ く答 えて くださった｡
なお本稿のイ ンタビューは,北海道大学スラブ研究セ ンターの研 究員井澗裕
氏が下書 きを作 り,それに杉内 ･岡氏が加筆 して下 さった ものである｡
〔
85
〕
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1 戦後 のサ ー クル 運動 とス トラ イキ

当時の言い方では,社研 (
社会科学研究会) ･唯研 (
唯物論研究会) とい う
ことになるが,敗戦直後の東京女子高等師範学校 (
お茶の水女子大学の発足 は,
1
9
49
年 4月 1日) には,実 に多 くのサークルが誕生 している｡田代信子氏 によ

ると,敗戦 とともに,｢カ トリック研 究会,英会話,社研 な どい くつかの部活
動が行なわれていた｡長い間抑圧 されていた人々の文化的欲求は堰 を切 って溢
れ出 し,様 々な文化活動 となった｣ (『
私の女高師』,1
8頁)｡戦時下の勤労動員
か ら,身 も心 も解放 された彼女たちは,学習の意欲 にあふれていた｡
佐藤淑子氏 は,社研 には ｢
チ ュー ター として東大の学生がやって きていた｡
何人 目だったか,ある時か ら福 島の しか も同郷で,女学校の クラスメイ トの兄
貴 とい う彼がやって くるようになった｣ (
63頁)｡ この ｢
彼｣ とは,杉内氏 によ
ると,若 き日の大石嘉一郎氏であった｡大石氏 は特 に人気のあったチュー ター
で,杉 内氏 は,｢日曜 日で も下宿 に訪ねていった｣ と, イ ンタビューの後 に懐
か しく語 ってお られた｡
一方,唯研 について永 島徳子氏 は,｢
唯研 はそ う長 くほ続かなか った と記憶
しているが,
東大の大学院で研究 している宮川 さん とい う物静かな方が,チュー
ター と して来 て くだ きって いた｡確 か E･H･カーの 『
危 機 の二 十年』 や
i
b i
b
マルクス ･エ ンゲルスの 『
空想か ら科学‑』を読んだ｣と記憶 している (
21
7頁)
0

｢
宮川 さん｣ とい うのは,岡氏 によると,後 に三菱総合研究所取締役,共栄大
学学長になる故宮川隆泰氏であろう｡
お茶の水女子大学の学生運動で有名 なのは,195
2年の破壊活動防止法 (
破防
法)反対のス トライキであるが,その前提 となるのは同年 5月 1日の ｢
血のメー
デー事件｣である｡｢
血のメーデー事件｣については,既 に黒井千次氏 の 『
時間』
(
河 出書房新社 ,1
9
69年)や田所泉氏 の 『
出廷拒否』 (
安倍公房 ほか編 『
現代
の文学39 戦後 Ⅱ』講談社 ,1
97
4年所収) などの文学作品で措かれているが,
コサ ミ コ ン
4年)が,最 もリアル
岡氏 の連れ合い高史明氏 の 『
闇を喰ふ』 (
角川文庫 ,200
に現場の様子 を伝 えている｡
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岡氏 は,1
95
2年の ｢
五月,党 に "
復帰" したばか りの私は "
血のメーデー事
件'
'に遭遇 した｡ まだ "
実力闘争"のなんたるか を知 らない私 にとっては, ま
さに "
遭遇" して しまった としか言 えない事件であった｣ と語 っている｡氏が
経験 した,事件の詳細 な経過 については, インタビューで も語 っているが, こ
の事件で ｢
労働者 と大学生,ふた りの青年が｣銃殺 されている (
『
白い道 をゆ
く旅』 人文書院,1
99
3年,7
0‑7
3頁)｡そ して政府 は,破 防法 を国会 に提 出 し
て くる｡
お茶の水女子大学の学生運動 をみていると,寮の非民主的な運営への抗議が,
ス トライキの大 きな原動力 になっている｡お茶大では,1
9
48年 に,授業料値上
げ反対闘争などでス トライキを学生大会で決議 しているが,大学当局に反対 さ
れて,ス トは実施で きなか った｡ しか し,1
95
2年の破防法反対のス トライキで
は,ス トは決議 され実施 された｡ ここでは岡氏 と杉内氏の意見は微妙 に喰い違
い,岡氏 はス トは ｢自治寮要求｣が中心であった とするのに対 して,杉内氏 は,
｢この前の戦争 に反対で きなか った反省｣か ら,かな り意識的な政治ス トであっ
た と記憶 している｡本稿 は,記録 を目的 としているので,両論 を併記 してお く｡
しか し,破防法反対闘争のなか に,寮の民主化な ど学生の生活改善要求があっ
た ことは事実である

｡

2 連 続 自殺 事件 の 問題
1
95
4年 9月に,自治会委員長の ｢
遠藤和子 さん｣が 自殺 し,翌55年の 3月に,
たわら
｢
太原祐子 さん｣が,｢
後 を追 うように｣ 自殺 している｡そ して,その直後 に,
｢
一学年下で国文科 の横川郁子 さんが亡 くなった｡鉄道 自殺だった｣｡運動の
退潮期 になって,｢
半年の間に三人の 自殺が出た こと｣ は,学生たちに も大変
なシ ョックを与 えている｡
遠藤氏 は,東大の学生武藤‑羊氏のパー トナーだった｡遠藤氏の死 について
は,その前提 に,1
95
4年,遠藤氏が 自治委員長を続けていた時, 4月早 々 ｢
二
人の学生 に逮捕令状が出されるという事件が起 った｡一人は逮捕 されたが間 も
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な く釈放 された｡他 の一人は逮捕 に応 じず潜行 して身を隠 した｣｡
潜行 した学生 は,‑年後 に ｢
学園復帰｣ となるが, この事件で ｢
通常五月か
六月 には開かれ る学生大会が 開かれなか った｣｡ この ような蹟 きが,彼女 の心
を圧迫 してい ったのであろ う｡彼女 の死後, ｢
殺 人説｣ と ｢自殺説｣がでてい
た らしいが,永 島徳子氏 をは じめ ｢
周 囲の多 くの人は 自殺 と受 け とめていた｡
私の女高師』)｡
発見 された時, ガス管が外 れていたのだ｣ (
｢
冬の旅｣ 『
遠藤氏 の 自殺 については,西村絢子氏 は,次の ように指摘 している (
239
‑40

頁)
｡
遠藤 さんが,お姉 さん とバ レエ を見 に行 って, ｢
本当 に素晴 らしか った｡
とて も楽 しくて,心か ら満 た された気持 ちになるんだなあ｣ と言いなが ら
す ぐ後 で ｢
だめなんだな私 って｣ ｢
姉 さん家 にい る とプチ ブル (
プチ ･ブ
ルジ ョアジー,小市民 一引用者)的な生活 につか っちゃって,駄 目になっ
て しまいそ う｣ と自然体の 自分 と "
あるべ き自分" との狭 間にいた｡
今の若 い人には信 じられないだろ うが,当時,真面 目な ｢
共産主義的人間｣
になるためには,バ レエや クラシック音楽 な どとい う ｢プチ ブル｣ 的な趣味 に
浸 ることは許 されなか ったのである｡パー トナーや党の指導部 も,それ を許 し
て くれない｡彼女たちが,そ うした苦 悶をかか えて 自殺 していった ことは間違
いない｡
遠藤氏 の 自殺の衝 撃は大 きく,当時東大 の学生 であった大江健三郎氏 は,教
養学部学友会の機関誌 『
学園』に,彼女 をモデルに した小説 『
火 山』を発表 し,

1
95
5
年度の ｢
銀杏並木賞｣を取 っている｡また ドイツ文学者の山下肇氏 も,『
駒
9
71
年)のなかで,この事件 を大 き く取 り上 げている｡
場 の学生 たち』(
有信堂 ,1
9
5
3年 9月1
5日,
高氏 も, 『
闇 を喰ふ』 のなかで詳細 に叙述 しているように,1
『
平和 と独立』紙上 に伊藤律氏 の除名が公表 され る｡ これは当時の共産党員た
ちにとってほ,大変 なシ ョックで,戦前 ･戦後の共産党のなか にスパ イがいた
とい うのである｡伊藤氏 のスパ イ説 は,野坂参三氏 らのデ ッチ上 げであ り, こ
年 間,中国で幽閉 されている｡
のために彼 は27

8
9
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その後 も日本共産党は,5
4
年 9月2
7日付 の 『アカハ タ』で,同月2
0日,神山
茂夫氏や これに同調する,渡部徹 ･小 山弘健 ･寺尾五郎 ･浅田光輝氏 らの除名
を公表 している｡神山氏 の除名の理 由は,右翼のスパ イ機関である, ｢
児玉 (
香
士夫)機関｣ との内通 を疑 われるなど,やは りスパ イ容疑が第一にきている｡
この時期 は党内に ｢
組織防衛部｣が作 られ,｢
総点検運動｣とい う ｢
スパ イ狩 り｣
が行 なわれている｡ ｢
総点検運動｣か ら1
9
5
5
年の第 6回全国協議会 (6全協)
にかけて,多 くの若者たちが死 を選んでいる｡

3 在 日朝鮮 人 活動 家 の追放
これ も高氏が,『
闇を喰ふ』のなかで書いているように,1
9
5
5
年の 1月 1日,
キム+コン
ヘ
日本共産党は,在 日朝鮮人‑の指導を転換 し,それまで金天海氏 な ど中央委員
会 にまでいた在 日朝鮮人たちを,共産党か ら追放する｡
この間題 について,佐 々木隆爾氏 は,1
9
5
4
年 6月,中国の周恩来首相 とイン
ドのネール首相の間で ｢
平和五原則｣が取 り交わされる｡そこで内政不干渉,｢
平
和共存｣の思想が強調 され,それが在 日朝鮮人社会にも大 きな影響 を与 え, こ
の影響の もと ｢
民選 (
在 日朝鮮統一民主民族戦線 一引用者)のなかでは, 日本
政府 との実力行使 を含む闘争 を進めるとい うこれ までの路線 を転換 しようとす
る動 きが高 まった｣,その結果が 5
5
年 5月の在 日本朝鮮総連合会 (
朝鮮総連)
の結成であ り,日本共産党の戦術転換 もそのためであった (
小此木政夫監修 『
在
日朝鮮人はなぜ帰国 したのか』現代人文社 ,1
1
9･2
0
0頁), と説明 している｡
しか し,事実はそんな美 しい話であったろうか｡当時の 日本共産党宮城県委
員会委員長の遠藤忠夫氏 は,次のように語 っている｡1
9
5
0
年 6月2
5日に朝鮮戦
争が始 まると一
当時 [日本にいる]朝鮮労働党の党員は立派だなと思 って,尊敬で きる人
が多かったのですが,朝鮮戦争でそ うい う人たちが全部 日本国内か ら姿 を
消 して行 きました｡その後,｢
後方撹乱｣で来た人たちにはホ トホ ト参 っ
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て しまいました｡彼 らは麻薬 を持 って きた り, 日本の重要な拠点を爆破す
るんだ と言 った りして,い くら何 で もとい う気持ちで した｡九州地方の党
財政部をやっていた井上光晴 さんは,旅費 とか食費 として麻薬 をもらった
んですが,共産党が麻薬 を扱 うとは何事か とい うんで,みんな トイレに捨
てて しまったのです｡ また, トンネルなどを爆破す ると言 うんですが,共
産党臨時指導部の議長だった椎名悦郎 は,とんで もない話だ とい うことで,
爆破 のために設置 した爆弾 を解除 し,ス トップをかけた こともあ ります｡
確かに朝鮮戦争の拡大 によって,朝鮮 人活動家たちの軍事行動がエスカレー
トしたのに対 して,共産党 も手 を焼いていたのは事実であろ う｡ しか し元 日本
共産党宮城県委員会朝鮮人部部長の高橋正美氏 は次のように も語 っている｡
党 [
の主流派] は一九五一年以降,軍事方針 を出 して,火炎 ビンを投 げた
り,警察署,交番 を襲 った りしたのです｡その とき,朝鮮人労働者が多 く
を担 っていましたが,党が全部指導 しました｡ (
中略)それで, ｢中核 自衛
隊をその地区か ら何名 を出せ｣ とい う指令が来 まして,火炎 ビンが何本 と
いう具合で した｡それを一生懸命造 って くれたのは,朝鮮人,朝達 (
在日
本朝鮮人連盟 一引用者)系 の方 々｡それを運 んで くれたの も朝鮮人｡そ う
い う運動 をやったの も残念なが ら事実です｡
在 日朝鮮人の側か らすれば,軍事行動の最 も危険な部分 を朝鮮人にや らせて
おいて, 日本共産党は,その方針転換 の時に, まず朝鮮人党員を切 った とい う
ことになる｡そ して,その意識の根底 には,高橋氏 は ｢
残念なが ら,私 は党の
組織 内で差別意識が なか ったは言 えない｣, ｢
長年の差別意識が党のなか に も
｢
宮城県共産党 と仙台の在 日朝鮮 人社会｣1
9
9
5
あった｣ と率直 に語 っている (
年11月2
9日,和光大学 F
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高氏 は, 『
闇を喰ふ』 のなかで,上級機関か ら ｢
朝鮮 人は党 を離れるか,そ
れ とも朝鮮人であることを止めるか｣ という二者択一を迫 られ,共産党 を辞め
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た｡すると今度は小河内村の ｢山村工作隊｣などの軍事行動 を,警察に自首 し
て白状す るように命 じられた｡彼は,共産党 も総連 も支持 して くれない裁判 を,
地域の人たちと連れ合い との援助だけでたたかっていった主人公の姿 を措いて
いる｡
元東海大学教授 の来栖宗孝氏 は,｢
朝鮮戦争 中,金 日成が在 日朝鮮 人は朝鮮
労働党員 になれ と ｢
指令｣ したため, 日共はこれ幸い と朝鮮 人 ･朝鮮人党員を
全部党か ら外 して しまいました｡朝鮮戦争 中,朝鮮人は祖国防衛隊 を組織 して
闘争の最前線 に立 って激 しく闘ったため,多数の検挙者,犠牲者 を出 したにも
拘 らず 日共は朝鮮 人党員の貢献 を認め ようとしませんで した｣ (
｢
農業 ･農民問
題研究のために｣ 『
立命館言語文化研 究』第21
巻 3号 ,201
0年 ,21
2頁) と語 っ
ている｡朝鮮 人活動家の ｢
祖国防衛隊｣の歴史については,今後 もっと解明さ
れる必要がある｡

(
付記)今 日また政府は,高等学校の授業料無償化か ら,朝鮮高級学校 を除外
しようとしている｡ これは事実上の朝鮮学校の解体政策である｡戦後の朝鮮学
エス
ニン
テイ
校 は,戦前の ｢
皇民化政策｣のなかで母語や民族性 を奪われた在 日朝鮮 人が,
政府 か ら何 の援助 も受 けず に立 ち上 げた ものであ る｡ それ ばか りか, 19
47
年 ,GHQ と日本政府 は,朝鮮学校 での朝鮮語教育 を否定 し,翌48年 には朝鮮
学校 を閉鎖 して しまった｡
これに反対 して48年 4月23日か ら26日にかけて,神戸や大阪で朝鮮人や 日本
の労働者 と GHQ ･警察が対峠す る,｢
阪神教育闘争｣が起 っている｡ この闘争
キ ム テ イル
では,不幸なことに,デモに参加 した 1
6歳の少年金太一氏,朝連の兵庫県本部
パ クナユポム
委員長朴柱範氏 といった 2名の犠牲者 を出 している｡そ して軍事裁判 によって,
全逓大阪地協の村上弘会長 (
のちに日本共産党衆議院議員) に重労働 5年, 日
本人 8人に同 3年,朝鮮人 5人に同 2年などの判決が出されている｡ もちろん
朝鮮人は,刑期満了後,韓国に強制送還 されている (
西村英樹 ｢
阪神教育闘争
と吹田事件｣,小此木監修前掲書)｡
これだけの犠牲 を払 って合法化 された朝鮮学校が,現在,解体の危機 を迎 え
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ている｡ 日本は,戦前の ｢
皇民化政策｣ に対 して,何の植民地責任 も感 じない
のであろ うか｡北朝鮮の ｢
粒致｣ とい う悲惨 な事件はあるが,だか らといって
在 日朝鮮 人の母語や民族性 を奪 う ｢同化政策｣の誤 りを繰 り返 して もいいのだ
ろ うか｡ ｢
阪神教育闘争｣の時 には, 日本の革新政党や労働組合 は, もう少 し
自分たちの問題だ と受けとめている｡ また,た とえ保守政権 とは言 え,韓国政
府が この間題で何の発言 もしないのは異常である｡
そ して民主党は,当初掲 げていた外国人の地方参政権法案 もまた,国民新党
の反対 を受けて,たちまち国会提 出を断念 している｡そればか りか , 4月2
5日
たかし
には,中井 恰 粒致問題担 当大 臣は,投致被害者家族の集 りで,高校無償化措
キ ム ジ コン イル
置 に朝鮮学校 を含めると,国費が 金正 日 の手 に渡 るとい う発言 を している
｡

中井大 臣は,大阪府の橋下徹知事が,朝鮮学校 に補助金 を出す条件 に,｢
教室
に掲 げ られた北朝鮮指導者の肖像画を外す こと｣などを求めたのに対 して,｢
あ
んな甘い こと言 っていた ら違 うな｣ とまで発言 している (3月1
3日)｡
2007年 5月24日に発足 した ｢
在 日特権 を許 さない市民の会 (
在特会)｣ は,
約9
000人の会員を集め,外国人参政権 などへの反対運動 は勿論,昨年1
2月 4日
には,京都朝鮮 第一初級学校 に押 し入 り,｢
スパ イ養成学校 だ｣,｢
朝鮮 人を 日
本か らたた き出せ｣ と罵声 を浴 びせかけ,力づ くで校内に押 し入ろ うとした｡
鵜飼哲氏 の言 うように,｢
在 日｣一世の方たちが,｢日本社会はこれ までで今が
一番酷 い と感 じてい る人がか な り｣ い る, とい うの も一理 あ る意見であ る
(F
I
mpac
t
i
on』第1
7
4号,201
0年,35頁)｡在特会の活動 は,北海道 をは じめ全
国に拡大 してお り,今 日の 日本は,その不況構造 もあって,｢
韓流 ブーム｣の
影で,排外主義, レイシズムが ます ます強め られて きている｡

杉 内 ･岡 さん への イ ンタ ビ ュー
l. 杉 内蘭子 さん

1.生い立 ち
今西 :杉 内さんの万か ら,お話 を伺 っていいですか｡ まずお生 まれは何年です
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か｡

9
2
9
年の, 6月1
8日です｡
杉 内 :昭和 4年 ,1
今西 :どち らでお生 まれにな りました｡
杉 内 :東京の池袋です｡
今西 :お父 さん,お母 さんは何 をや ってお られたんですか｡お仕事 は何 ですか｡
杉 内 :あの,父は絵措 きなんです｡絵描 きって言 って も当時 は本当 に食べてい
かれ ませ んでね｡画家 を志す人たちは今で こそ学校 でね,小 中学校 の教 師をや

0
年生 まれで,それで絵 をや
りなが らとい う方が多い ようですが,父親 は明治2
ろ うと志 した ものですか ら,その頃,絵 の先生 を探すのは大変で, 日本画の先
生がポッ ンポッ ンとあち らこち らにい らっ しゃる程度｡学校 といえば,当時は
上野美術学校 ですがね,上野 に入れる人 とい うのは本当 に家がお金持 ちで,限
られてたんです よね｡父親 は宇都宮 に福 島県松川町出身の先生がい らした もの
ですか ら,宇都宮 に行 きま して絵 を習 っていたそ うです｡が,宇都宮 にいて も
しようが ない と,東京 に出て きたんですね｡母親 は明治38年福 島県三春 町の生
まれです｡
今西 :自由民権道動 で有名 な｡
杉 内 :そ うなんです｡で学校 の成績が よか った ものですか ら,地方 では,当時
は女子 は小学校又は小学校 高等科止 ま りで したが,高等女学校 まで出 して くれ
て,三春高等女学校 第一期生,当時高等女学校 を出た ら小学校 の先生の資格 を
もらえたのですね,代用教員ですが｡ 田村郡の在の美 山小学校 の先生 を してい

4年
たわけです｡東京 にダンスの講習会なんかがある と上京す るんです｡大正 1
ですか,上野で博覧会があ った ときに出て きて,父親 もた また ま博 覧会 を見 に
きてて,会 って意気投合 して結婚 した とい う感 じなんですね｡
今西 :池袋のモ ンパ ルナス芸術村 とは,関係 はあ ったのですか｡
杉 内 :あ りませ ん｡全然違 い ます｡モ ンパ ルナス にいた人たちは, もうち ょっ
と若い人たちの ようですね｡
今西 :昭和初期ですか らね｡
杉 内 :で,池袋の万 に出て きま したが,地名 は東京府下北豊 島郡西巣鴨町なん
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です｡東京で もあちこち開発が始 まった時期のようです｡そのころの池袋の駅
なんて本当に小 さい駅でね｡
今西 :お父 さんのお名前 とお母 さんのお名前は,何 と仰 るのですか｡
杉 内 :父親は杉内‑熊,イチは数字の一,ユ ウは熊 ってい う字 をユ ウって読ん
だんですね,雅号は伸光です｡で,家族のために収入に結びつ く肖像画 をメイ
ンに していたわけです｡母親は結婚 したので教師は辞めて,で近所の縫い物 を
請けた りしてたみたいですけどね｡あ と日中戦争が始 まると,国防婦人会 とか
で きまして,国防婦人会の役員などや ったようですね｡
今西 :小学校 は どち らに行かれたのですか ?
杉 内 :小学校 に入る頃は,池袋が商業地区になって きたので,池袋か らさらに
東長崎 とい うところに引っ越 したんです｡今は西武池袋線ですね｡上 り屋敷,
椎名町,東長崎 と三つ 目の｡
小学校 は長崎尋常高等小学校 とい うところに 1年か ら 3年 までいたんです｡
ところが 3年受持ちの先生が,す ごい晶眉する女の先生でね｡ 自分の知 ってる
子 を級長 さんに した り,他 に優 れた子がいて も無視｡親は,それが少 々面 白 く
なかった らしくって,住 まいの近 くの子たちが長崎第三小学校 にいってた もの
ですか ら,そち らに転校 させたんです｡私 は 4年か ら 6年 まで,長崎第三小学
校 に通い ました｡
今西 :それは尋常小学校ですね｡
杉 内 :はい｡普通の 6年制の｡初めに通 っていたのほ長崎尋常高等小学校,高
等小学校 までついていました｡
今西 :そのあ とはどこに行かれたんですか
杉 内 :小学校 を卒業 して女学校へ行 きましてね｡その頃は共学ではな く女子は
女学校で,府立第十 とい う女学校が近 くに,東長崎 とお隣の駅 ･江古田の中間
にで きた ものですか ら｡
今西 :第十 とい うのは十番 目の ことですか｡
杉 内 :ええ,府立で十番 目です｡戦争 になってか ら都立第十 にな りましたけど

ね｡太平洋戦争が始 ま り勢 いをつけるために国は府 を都 とし,東京都 を付 けま

占領下お茶の水女子大学の学生運動

95

した｡
第十の子 ってい うのは,わ りとその地域 の小学校で成績の よい子たちが入る
学校だったんですね｡だか ら皆 さんす ごい積極性や ら能力があって,今で も80
歳記念の文集 を作 りましょうって呼びかけ, 『
傘寿 を生 きる』 とい う文集 をつ
くっているんですね｡
岡 :香川京子 さんなんかがいたので しょう｡
杉 内 :香川京子 さんは,私が 3年の とき彼女 1年で したね｡ ちゃん とこの写真
に写 って ます よ｡ これは戦後 5
0年 に,第十府女の同期の友達みんなで作 った文
活 き流れに｣つてい う｡私が作 りましょうって呼びかけて｡
集 なんですけど,『
今西 :で も, これを見てると戦争色がかな り強いですね
杉 内 :ええ,で も私たちの女学校生活 は戦争一色で したか らね｡小学校 6年生
の1
2月に米英 との戦争が始 ま り,勝 った勝 ったで軍隊礼賛｡体育祭 には分列行
進で盛 り上がる｡ 3年か らは勤労動員で軍需工場へ｡学校内にも機械 を据 え付
け,兵隊 さんの装具づ くり｡授業はな しで した｡その うえ,東京は米軍の空襲
にさらされて‑｡ですか ら,5
0
年記念の時はみなさん,戟争 中はこうだった と,
戦争中の印象がす ご く強 くてね｡在学 中に家が焼かれた りして,昭和 2
0年 4月

1
3日の空襲なんです よ｡それで学校か ら離れて疎 開 して行 った人 も多 く,疎 開
していった先で, 4年生の時に終戦 になったで しょう,それで帰れる人は帰 っ
て きて復学 しました｡そんなこんなの戦争 中の思いを吐 き出 した, とい う感 じ
ですね｡その後 に7
0
歳 になった ときに,『
7
0
年 を生 きて,今』 とい うのを出 し
たんですね｡
岡 :ご商売だか らよ く本を作 っていますね｡
杉 内 :この時 もね,同期会で作 ったんです｡で商売 とは関係 な く,人生意気 に
感 じて,私はボランテ ィアで協力 しましたよ｡
今西 :そのあ と,女高師の方 にいかれるのですか ?
杉 内 :そ うですね｡終戦,ではな くて敗戦 は 4年の時で, 4年で卒業 して もい
い し, 5年で卒業 して もいい Lと, どっちで もよかったんです｡で も考 えてみ
ると,女子校で勉強で きたのは 1, 2年 と敗戦後 4年の 2学期 3学期だけ｡学
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力 なんてあ りません｡ どうせ勉強するな ら,学校生活 を続けるな ら,新 しい環
境 で気分 も薪 しくと考えて, 4年で卒業することにしました｡

2.お茶の水女子大時代
岡 :それで東京女子高等師範学校へ (
行 きます)0
今西 :4年で高師へ ?
杉 内 :その年は 4年卒か ら行けたのね｡
今西 :それは (
昭和)20年ですか,21
年ですか ?
杉 内 :ええ,21
年です｡科 は,女学校の先生 に,何科が一番受 けやすいですかっ
て相談 したんです よ｡そ うした ら家政科だなっておっしゃって｡それで家政科
を受けた らスラッと入ったんです｡その時は,英語は敵性外国語だか らと勉強
してない し,数学なんか も勤労動員で授業 なんか受けて ませ んよね｡空襲で防
空壕 に避難 した時,本を持 ち込み受験勉強を してたことを思い出 しますが｡だ
か らとにか く家政科 に入ろ うって,入 ったわけです｡それ も食糧事情が悪 く,
寮の受け入れ体制が整わないか ら,入学式 は1
0月で した｡
それで1
0月か ら始 ま り,修得する教科 は被服,食物,家事理科学 などなど,
卒業後生徒 に教 える立場 になるわけですか ら,実験 も作業 も微細 にわたって要
求 されるわけです｡それか ら, クラスの担任の先生は,後 に名誉教授 にな られ
た柳沢澄子先生で した｡
今西 :柳沢先生ですか｡
杉 内 :はい｡
岡 :柳沢先生 とい うのは知 らない｡私の知 っているのは成田さん｡
杉 内 :あ,成田さんね,成 田さんのお弟子 さんなの｡
岡 :その成田さんの旦那 さんが,私の豊島師範 (
今の学芸大学)附属小学校の
時の校長 さんで,す ごい右翼だった｡
今西 :昭和21
年 に社研 (
社会科学研究会)がで きるのですけ ど,その ときは参
加 されていないんですか ?
杉 内 :あの,21
年1
0月の入学で したか ら,実際 に参加 したのは翌年初めですね｡
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先輩 をは じめ皆 さん,いろいろ勉強す る意欲 に燃 えていて,学科だけ じゃな く
て,た くさんの研 究班 を立ち上げて,参加学生 を募集 していたんですね｡私 は,
何 に入ろ うかな と思 ったけれ ど,社会科学 を知 っていれば,戦争 を もっと批判
的な 目で見 られたろ うと,それでそこに入ったんです よね｡
だか ら,その時はほかに,茶道,歌舞伎,新劇,キリス ト教研究班 とか,い
ろいろあ りま したね｡
今西 :演劇研 究会 もで きていたんです よね｡宗教班 とか,キ リス ト教プロテス
タン トの研究会 とか‑｡その時は,社研 は誰が リーダーだったんですか ?
杉 内 :田代 (
平田)信子 さんて,あの法政大学で名誉教授だった, もうお亡 く
な りなった田代教授,その方 と結婚 した,田代 さんです｡
岡 :いや,平田さんで しょう ? 平田 とい うのが今の名前で しょ ?
杉 内 :いや,平田さんは旧姓で,それが田代 さん と結婚 したか ら,田代 さんっ
てなったんです よ｡ ここにち ょっと田代 さんの活躍が書いてあるんです｡ 『
世
田谷の女性 たちは語 る』 (
世 田谷女性 史研 究会,創英社) とい う本の中に｡松
谷天光光 って知 っているで しょう ? その人 も世 田谷だか ら, ここに寄稿 して
いただいています｡
岡 :園田直 さん と結婚 した人で しょう ? ｢白亜の殿堂の恋｣つて当時有名だっ
た｡
杉 内 :そ うそ う｡
今西 :田代信子 さんですね
杉 内 :はい｡家政科 で 2年先輩の方です｡
今西 :その時は, どんな ものを読 まれていたんですか ?
杉 内 :その時は東大か らチ ュー ターを呼んだ りしてましたね｡で私が入 った時
は, 『
空想か ら科学への社会主義の発展』で したね｡
今西 :東大か らは誰が来ていたんですか ?
杉 内 :東大か らは,私が参加 した頃は大石 さん,大石嘉一郎 さんです｡ ご存知
ですか ?
今西 :ええ, もちろんよく知 っています｡大石 さんがチ ュー ターですか｡
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杉 内 :ええ｡
今西 :大石 さんには,福 島県の調査 な どでお世話 にな りました｡
杉 内 :去年か,亡 くな られてね,残念で したけ ど｡‑･
あ と,二人 くらい変 わっ
た と思い ますけ ど,は じめは大石 さんで,大石 さんはあ と,お家 を継 ぐとかで,
福 島の方へ帰 られたので‑｡
今西 :ええ,福 島大学 に就職 され ますか らね｡
私
杉 内 :で,その後宮川 (
隆泰) さん とい う方 に代 わったんです｡ ええと, (『
の女高師』 に)宮川 さんの写真 も出ているはずです｡
岡 :チ ュー ター ? 宮川 さんはお茶大 の唯研 (
唯物論研 究会)のチ ュー ター と
して来て下 さっていた方で,後 に三菱 の研 究所長 になった人で しょう｡ その人
を紹介 したのが荒川 (
幾男) さんですが,のちに東京経済大 で学長 になった人
で,何年 か前 にな くなったの｡最初はね,附属の社研 に荒川 さんが来て くれた
のね,その前 は松 田解子 (ときこ) さんの息子で,名前 は忘 れ ました｡
杉 内 :そ うなんですか｡
岡 :そ した ら,荒川 さんが共産党だってい うんで,附属の先生たちが クビに し
たんです｡社研 のメ ンバー と大 げんか になったの｡
杉 内 :そんなこともあったんですか｡
岡 :それで荒川 さんが遠慮 して,大学 の唯研 のチ ュー ターをお願い した ら宮川

0
年史の中に唯研 の記 念写真があったで しょ｡ ‑ これが宮
さんを紹介 して‑｡5
川 さんです｡宮川 さん も亡 くなって しまわれたのね｡
杉 内 :これはお持 ちです よね ?
今西 :ええ,ただ コピーで しか持 っていないので, もしよろ しければいただけ
ませ んか｡
杉 内 :じゃあ,差 し上 げます｡

2
年 に,東京文理大 と女高師で,共産党細胞がつ くられてい
今西 :この頃昭和2
るんですが,その活動 には参加 してお られないんですか ?
杉 内 :参加 しませ んで した｡私 は共産党 には入 ってい ませ んで した｡
今西 :最後 まで ?
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杉 内 :ええ｡ とい うか,私 はず っと社研 と新聞部 をやってい ました｡それでお
茶大 を卒業する頃になった ら,お茶大細胞 キャップの吉崎 さんの方か ら,共産
党 に入 らないか とい うことで,お誘いをいただいたのね｡ もう杉内 さん,やっ
ていることを見ていると,私達 と同 じ考えのようだか ら,入 って くれないって
言 うんで, じゃあ私入 りましょうとい うことでね｡名前は書いたんですけど,
ち ょうど卒業間近だったんですね｡で,杉 内さん,就職はどうなの ?って聞 く
か ら,で,｢
私は教師になろうと思い,教育委員会に履歴書 を持 って行 った ら,
学校 は どこ ?って聞かれて,お茶大 って答 えた ら, 『
え,お茶大 はス トした よ
ね ?』 つて,それでみんなダメ,教師にはなれなかった｡だか ら就職先 を探 し
ているの よ｡｣ と答 えたのね｡
岡 :それはス トしたか ら ?
杉 内 :そ う,ス トや ったか ら｡それで私ス トで副議長かなんかにまつ りあげ ら
れたのね,そんなの もあるのかなあ, と思 ってね｡
今西 :寮 にはお られたんですか｡入ってお られたのですか ?
杉 内 :通学です｡寮 にはよ く行 きましたけどね｡学生大会の時は社研 の友人竹
崎欣子 さんの部屋へ泊 まった りね｡
今西 :ここ (『
お茶の水女子大学学生運動小史』同編集委員会 ,1
9
6
6
年,以下 『
小
史』 と略) に,女高師の ｢
寮憲法｣ とい うのが出ているんですけ ど,｢
一年生
は茶坊主 に して茶 を汲 むべ し｣ とか,｢四年生 は神聖 に して犯すべか らず｣ と
か書かれていますが,寮の上下関係 ってそんなに厳 しか ったので しょうか ?
杉 内 :まあ,その通 りみたいですね｡

3.ス トライキ闘争
9
4
8
年 に学生大会があって,議長が今西志づ江 さんなんですね ? この
今西 :1
(
ス ト決議は したが学校が反対 して)ス トは実施で きなかったんですが,学生
大会には参加 されてたんです よね ?
杉 内 :はい,参加 しました｡この議題は,授業料値上げ反対,理事会法案反対,
育英基金の枠 を拡げて多 くの学生 に !というもので,全国的な学生運動の流れ
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があ りました｡身近 な問題 なので多 くの学生の賛同を得てス ト決議 を行 ったの
ですが,お茶大では学校側の反対 によ り実施 されなかったのです｡
岡 :飯 田フミさんとか,佐藤淑子 さん とか,可児公子 さんとい う方たちが活躍
されていた時代ですね｡私 はその頃は,附属 にいたのでそ うい う活動 には参加
してい ません｡皇后が来た ことがあった じゃないですか｡
今西 :ええ,皇后事件ですね｡
岡 :本校 (
女高師)では皇后が来ることに反対な人はみんな休 ませ られた,つ
てい う話 を附属で聞 きました｡
今西 :49年の11月に皇后の来校事件 とい うのがあって,75周年行事 に皇后が来
るんですけれ ども,そ こで可児 さんとか佐藤 さん らに対 しては,
予防注意があっ
て,前 もって呼び出 して何 もす るなとい うことをやってるんですね｡
岡 :私,附属で社研 だったのに,別に反対 しないで皇后が珍 しくて一生懸命見
てたわ (
笑)｡い ま考 えると信 じられない感覚ですね｡ ビラをまいてた人がい
ましたね｡
今西 :これ (『
小史』) によれば,東京教育大の学生が来て ビラをまいていまし
た｡
杉 内 :教育大は近いか ら, よく応援 に来てましたね｡私はこの 日は大事 なアル
バ イ トもあったので,大学 は欠席 しました｡
今西 :ス トライキの時 も,東大の学生が応援 に来ていたそ うですね｡
杉 内 :ええ, よ く校 門を くぐって入って くるのを見 ましたよね,何 人かで堂々
と｡

今西 :反戦学生 同盟のお茶 の水班が朝鮮戦争の時 につ くられているんですけ
ど, ここには参加 されていないのですか ?
杉 内 :関係 していませんで したね,私 は｡
今西 :民主主義学生 同盟,民学 同には入ってお られませ んか｡
杉 内 :民学同には入 っていた と思います｡民学同の結成式が早稲 田だか,東大
だか, どっちかであ りましたよね,その時は行 きましたけどね｡
今西 :それは48年 10月です よね,民学 同の結成の時ですね｡ この時期は生活が
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厳 しくって,生活の防衛みたいな形で,学生たちがアルバ イ トのために休校 し
て くれ とか,そ うい う要求 をしてます よね ?
杉 内 :ええ,そ うい う要求 をしてたんです よね,‑そ う,新 聞持 ってこようと
思 っていたのですが,忘れて しまって･
･
･
｡お茶大新聞です｡
今西 :お茶大新聞って, どっか と交換 されていないんですか ?
杉 内 :ええ,交換で東大や教育大なんかに送 って ま したけどね｡ ところが卒業
して何年後かに,微音祭 (
創立記念 日) に大学 に行 った ら新 聞部室がな く, 自
治会室 もな くなって まして｡新 聞部は,私が卒業 して, 2, 3年はあったんで
す よね｡情けなかったですね｡
今西 :当時, レッ ド ･パージの反対闘争の時に,早稲 田の学生が処分 されてい
ますね｡
杉 内 :ええ,あ りましたね｡ただそれは早稲 田の ことだか らってい うので,あ
ま り大 きい活動 にはな らなかったですね｡
岡 :私はその頃のことは,あま り知 らないですね｡私はス トックホルム ･アピー
ルとい う平和運動 ･原爆使用反対の署名活動か らまあ活動 らしいことを始めた
んですけ どね｡ イールズ事件 とかそ うい うのの影響 はあった と思 うけど,お茶
大 自身で, レッ ド･パージ反対であま り盛 り上が ったことはない と思 う｡昭和

25
年の秋 に試験 ボイコッ ト闘争が起 きた ときに,急 にレッ ド ･パージってい う
ことが問題 になった ような気がする｡
今西 :反戦学生同盟では, どうい う活動 をしていたのですかね｡
岡 :私は2
5
年の秋 に入ったばか りだか ら,その前のことはよくわか らないので
す｡
今西 :この時,学生たちは,だけど全学連書記局か らいろんな人たちが来た り
して,ス トライキをやろうとい う動 きがあったわけで しょう｡
杉 内 :あ りました,あ りましたね｡女高師お茶大 としては,1
9
5
0
年 に入 って,
イールズ事件 とか レッ ド･パージ問題が掲示板 に見 られるようになると,徐 々
に関心が高 まって きて‑･
｡全学連などは試験 ボイコットを打 ち出 し,そんな動
きに刺激 されて,寮 を中核 として動 くことになったのですね｡寮生大会は もた
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れたけれ ど,学生大会にはな らなかったのです｡ ところで,全学連がで きたの
私の女高師』) に出てますけどね｡
は1
9
48年, ここ (『
今西 :ええ,結成大会の,いい写真ですね｡
杉 内 :で, この下 に小 さく写 っている,その一人が私ですけ ど,それは中央大
学で全学連第 1回全国大会 に参加 した女高師代表の可児 さん と大竹 さん｡私は
オブザーバーで した｡
今西 :中央大学の浜 田さん とい う人が写 しているんですね｡ この写真 を提供 し
た人ですね｡
杉 内 :浜 田さんは,学生運動,学生大会などを克明にカメラで記録するとい う
活動 をされて‑｡で も, もう亡 くな られましたね｡残念です｡
今西 :ああ,そ うですか｡
岡 :誰が亡 くな られたの｡
今西 :中央大学の浜 田英夫 さん｡
岡 :みんな亡 くなって しまっているのね｡
杉 内 :私たち も同期会なんかで集 まって も, もう5
0人 くらい亡 くなっています
よ｡今年 になってか らも‑｡
岡 :吉川 さん も,脳梗塞で倒れ られたのね｡武藤‑羊 さんとかは,お元気で,
あちこち講演 に行かれているらしいですね｡
今西 :吉川勇一 さんたちと一緒 に,べ平達をやってた人ですね｡
岡 :太平洋史料セ ンターな どで活動 してお られると聞 きましたが｡

9
年 に自治会の委員長やっている時に
武藤 さんの最初のパー トナーが,昭和 2
自殺なきったんです｡
今西 :遠藤和子 さんですか｡
杉 内 :遠藤 さんは武藤‑羊 さんのパー トナーだったの｡
岡 :遠藤 さんは絶対 自殺 じゃないって｡世 田谷のお姉 さんの家で亡 くなったの
ですが,私 と武藤 さんの二人で,世田谷の警察に自殺ではないって言いにいっ
た りした覚 えがあ ります｡私は卒業 した後だか ら,
何のことか よくわか らなかっ
たんですけど,高梨 さんの小説 なんか読むと, 自殺か他殺か と皆 とて も悩 んだ

占領下お茶の水女子大学の学生運動

103

みたいですね｡
杉 内 :武藤 さんの方か ら,パー トナーの活動 に対する指導 ･圧力があって,そ
うい うのを苦 に して 自殺 されたん じゃないか と,‑｡
岡 :くわ しいことはよくわか らないけ どまじめな人だったか らね,二人共｡そ
して,時代の圧力 とい うような ものがあった と思い ます｡
今西 :1
952年 には,破 防法反対闘争 でス トライキをや ってお られたんです よ
ね?
杉 内 :破 防法反対で,ス トライキになったんです よね｡
今西 :お茶の水女子大がス トライキとい うことで,結構新聞に取 り上げ られた
ので しょ ? この時は社研 にお られたのですか ?
杉 内 :ええ,その時は社研 にも席はあ りましたが,新聞部長 をしていたので,
学生達の動 きをつか もうと自治会室 に出入 りした り,教育大の意見 を闘いた り
とか,いろいろ聞いて回った りしてましたけどね｡
今西 :や っぱ り,当時の女子の学校 って言 うのは,京都女子大で も 『
女の囲』
とい う映画があった ぐらいですが,女子学生 を抑圧するようなことがあったの
ですか｡寮生活で もそ うですけ ど,そ うい う雰囲気 は強かったんですか｡
杉 内 :そんな‑0
今西 :そ うい う雰囲気 はあ ま りなかった ?
杉 内 :そ ういって,そ う‑絡げにはで きませんが･
･
･
｡
今西 :だけど学生運動の 自由は認めなかったわけで しょ｡
杉 内 :学生大会などは届出制で,講堂 を使 って開 くことがで きました｡各研究
会 な どで講師 を呼 んでの講演会な どは,研 究会の顧 問教官が OKすればで き
ましたが ,NO!と言 われることもあ りましたね｡教官の思想的な ものに左右
されましたね｡そ して,他 の大学 と連携 して行動することは認め られなかった
ですね｡あの,寮の規則は, もう厳 しかったですね｡
岡 :その時は,杉内 さん寮生だったの｡
杉内 : (
私は)寮生 じゃなかったけど,寮生大会があるか ら杉内さん来ない ?
って誘われた時は,寮に行 ったんです よ｡で,遅 くなった時は,友人の部屋 に
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泊めて もらった りして,出席 してましたけど｡
952年の破防法反対のス トライキの時は,ス トライキの名 目は破防法反対
岡 :1

だったんですけ ど,自治会は寮の規則がす ごい くだ らない,門限が 7時 と早かっ
た りとか,男子学生 と会わせない とか,家族以外の来信の開封 とか,そんな不
満が強 くて,結局寮が反対だったか ら,ス トライキが成立 しちゃったのよね｡
だか ら,破防法反対 とか,あま り政治的なス トってことではなかった と言 えま
すね｡ただ,私は自治会の委員 をやっていたか ら強 く感 じましたが,当時の大
学の学生部は,学生の 自由な活動は全然認めなか った｡その理由が ｢
大切 なお
嬢 さんたちをお預か りしているのだか ら｣ とい うことで した｡ こうい うセ リフ
はまあ男の学校では出ない と思いますね｡
杉 内 :破 防法か ら始 まったん じゃな くて,寮のいろいろな不満 も取 り上 げた学
生大会で したね｡
今西 :どんな寮の不満があ りましたか ?
杉 内 :ですか ら,門限 7時 じゃ外の勉強会などに も出 られない｡消灯11時 じゃ
本 を読む時間 もない ! 私たちはこうい うところは耐 え られない と,寮の人た
ちがそ うい うことで動いたのですね｡で も 『
私の女高師』の本に書いてあ りま
す ように,破防法 について も真剣 に討議 されてス ト決議 になってい ます よ｡
岡 :だか ら本当の力 は,寮生の 自治寮要求だった と思い ます｡私はその時はま
だ国際派だったのかなあ,1
95
2年だか ら｡
今西 :共産党が分裂 していた時ですね ?
AG) にまず入 ったんですけ ど,いつの間にかなんか
岡 :私 は反戦学生 同盟 (

共産党の国際派って ことになったんです｡その組織の方針でス トライキを提案
す ることになって,だか らス ト提案は,私が したんですけれ ども｡組織 の決定
で破防法反対のス トってことになったんだけど,実際の勢力は寮生の不満が集
まって,だか ら寮が盛 り上がって,学生大会の当 日も寮の規則改正 ってい うの
にものす ごく時間をかけて,や ってたんですね｡
杉 内 :寮監制度廃止 などの寮の規則改正 ってことには, もう満場一致で賛成 し
たんです｡あ と,破 防法反対 ってことになると,学生の本分 は勉強だか ら,揺
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業 ボイコッ トのス トは反対 など,何人かの意見 も出たけれ ど, この前の戦争 に
反対で きなかった反省｡平和 を守 るための最善の方法があれば,勇気 を持 って
いいなど,討論の結果,ス ト決議がなされたわけですね｡
岡 :それで当 日は ? ほとんどの学生が集 まっちゃったのね｡遅 くなって もう
人数が少 な くなっていたけ ど,勢いでス ト決議が通 って しまった｡

4.お茶大の教師たち
今西 :杉 内さんは, 1回,文学部の 日本文学 を出 られて,史学科の方 に移 られ
るんです よね ?
杉 内 :あ,それはこうい うことなんです｡私は女高師の文科 を 4年で卒業 しま
したが,女高師は教員養成,つ ま り教師になるとい う前提で文科 を専攻 したわ
けで, 自分の研究対象 として 日本文学 に向 き合 ったのではないのです｡私は,
日本の近代化への歩みに非常 に興味を もっていました｡そこへ ,4年 を卒業す
るとお茶大の 3年 に編入で きるとい うことがわか りましたので,少 し道草 を喰
う感 じにな りますが,お茶大編入の道 を選 んだわけです｡
日本では,新制大学 になるまでは,女性が大学 に進むことは非常 に困難で し
た｡それで少 し門戸が開かれた この機会に,大学教育 を受けてみ ようか, とい
う考えを持 ったわけです｡
で,お茶の水女子大学 もまだ発足 したばか りですか ら,女高師時代の先生が
教 えてい らっしゃるわけです｡私は,明治以降,近代化の流れの中で生み出さ
れた作品を観て行 きたかったのですが,その専 門の先生がい らっしゃらないよ
うなので史学科 に入 り, 日本の近代化の歩みの中で生み出されて くるものを,
文学作品に限 らず 目を向けてい きたい, と｡
岡 :あの時史学科 は,尾鍋輝彦先生 とか,市古先生 とかいましたけ ど,その先
生方はリベ ラルな方達で私たちの運動 を理解 して下 さると思 ってい ました｡で
もス トの ときは もう距離 をおいていましたね｡
杉 内 :それは仕方がないか もしれませ んね｡ 日本史の中村‑良先生 もどち らか
というと保守的です よ｡
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今西 :市古 さん とは,中国史の市古宙三 さんですか ?
岡 :そ うです｡ とて もす ぐれた先生で した｡
今西 :市古 さんは中国史で,中村 さんが 日本史で しょ｡
杉 内 :はい｡ 日本史専攻の方たちで中世,近世 に 目を向けていた方 は,中村先
生や赤木先生 について卒論 をまとめ ましたけど,私は尾鍋先生 に相談 した ら,
じゃあ東大の史料編纂所の先生 を紹介するか ら,そこへ行 って卒論作 る史料 を
探 した らいいって言 って下 さったの｡
それで私は ｢
幕末, 日本 に開国を求めた外圧の一つ四国連合艦隊の下関砲撃
事件 と日本の近代化｣ とい うテーマで書いたのです｡
今西 :東大の史料編纂所では誰が指導 して くれたんですか ?
杉 内 :史料編纂所の所長を して らした教授 です｡‑ええと,顔 までわか ってい
るんですが,お名前が出て こない‑｡

5.卒業後 :出版の途へ
今西 :そのあ と,卒業 されて, どうされたんですか ? 就職 されたんですか ?
杉 内 :ええ,私,教師になって地道にやっていこうか と思 ったんですけど,ス
トした学校 の生徒 は教師にはなれなか ったわけです よ｡ ｢
何 だお茶大 はス トし
た じゃないか｣ つて履歴書持 って行 って も,何の応答 もなか ったんです よ｡そ
れで尾鍋先生が出版社 を紹介 して下 さったのですが,出版社 もダメだった｡一
方,都庁 を受けた ら,都庁 には受かったんですけ どね,その ころ,共産党細胞
キャップの吉崎 さんが共産党の仕事 を しないか と話 しかけて きたんです よ｡｢ひ
めゆ りの会｣ を立ち上げたいので,その手伝いを して欲 しいのって｡で, どこ
そ こに共産党の人が来てるか らそこで打 ち合わせ をと言 うのね｡で も,そこに
行 って も,共産党の人が来ないんです よ｡一人来て も,｢もう一人来ないか ら｣つ
てお流れ｡だか ら侍があかない｡その うち,待 ち合わせの場所 になったのが神
田神保町にある国際ペ ンフレン ド協会 とい うところなんです｡神田 日活 とい う
映画館の,その裏 にあったんですが,共産党 (
の人) といつ まで経 って も連絡
が取れないので,都庁 に就職 しようかな, と言い出 した ら,そこの事務局長 さ
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んがわ りと意欲的で,ペ ンフレン ドに関する中高生向 きの月刊誌 を出 したいが,
うちの仕事手伝って くれないか, とい うことで,国際ペ ンフレン ド協会 とい う
ところに就職 したんです｡
今西 :で,出版関係の仕事 をず っとや って来 られたんですか ?
杉 内 :はい｡ 『
ペ ンフレン ド』 とい う月刊雑誌の編集実務 をして ました｡
まず,ペ ンフレン ド誌の説明を します と‑｡表題 は "
Pe
nFr
i
e
nd",その下

f
orPea
cea
ndFr
i
e
nds
hi
p ☆平和 と友情のために☆" と入 ってい
に小 さ く "
ました｡ これは事務局長は陸士か ら航空士官学校 に進んだのですが,実戦 に参
加する前 に敗戦 にな り,復員 して も,実家は東京下町 (
深 川)で したので,秦
は 3月1
0日の空襲で焼失 し,家族 も両親は じめ兄弟 4人 も失 うとい う悲惨 な状
態で した｡それで世界の人達が一度で も手紙 を交換 し,親 しくなっていれば戦
争 は起 こらなかっただろうと,得意な語学力 を生か し国際ペ ン ･フレン ド協会
を立ち上 げたわけです｡その理念が こもっているのです｡
次 に,中高生,そ して国際文通 を希望する人に便利なようにと,外国の友‑
自己紹介する際の英文例,相手か ら返事が来た時役立つ ような返信 の英文例,
その他季節の用語,時事問題の英文例 など盛 り込み ました｡その他,各国別新
聞社特集,友好団体特集な どな どいろいろな特集号 もつ くりました｡
仕事が面 白かった し,楽 しか った し,私 自身,随分勉強にな りましたね｡中
で も一番印象に残 っているのは,1
95
4年 3月 1日,アメリカが太平洋の ビキニ
環礁で水爆実験 を行 った時,その近 くでマ グロ漁 をしていた 日本の漁船,第五
福竜丸 も死の灰 をかぶ り,乗組員が放射能汚染 を受けた,その恐ろ しさを伝 え
るニュースが飛び込んで きた 日,事務局長はこんなひどいことを許 しておけな
い とアメリカの新聞社へ向け抗議の手紙 をつ くり,
私達事務局員は,まだ コピー
機 などない時代で したか ら,英文 タイプを打 ち続 けました｡ニュー ヨー クタイ
ムズをは じめ,全米の主な出版社 に合計 1
40通 ほ ど｡その中約40
社 あ ま りが紙
面 に掲載 して くれ,その記事 を見たアメリカの市民達か らどっと何百通 も反響
の手紙が届いたわけです｡ これをまた 日本の新聞社 に連絡 した ところ,三大紙
のほか,産経新聞,東京新聞な ども大 きく取 り上 げ,すぼ らしい レターキャン
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ベー ンにな りました｡
今西 :で,ずっとそ こにお られたんですか ?
杉 内 :1
0
年あま りい ましたね｡で も,神保町界隈 を歩いてます とね,出版社の
人によ く会 うんです よ｡学生時代 のアルバ イ ト先 (
アメリカの映画会社 RKO
日本支社 の宣伝部) によく取材 に来て らした,小学館の編集者 にばった り会い
ま してですね｡｢
何 してるの ?｣｢こうい う仕事です｣つて言 った ら,｢じゃあ,
うちの仕事手伝って くれないか ?｣ つて言 われましてですね,その頃小学館で
は正規 の社員 を増やす よ りも,社外の編集 プロダクシ ョンを利用す る方針 を
とっていたようです｡
今西 :それは,今で言 う,非正規雇用の形 になるわけですか ?
杉 内 :非正規雇用 って言 うよ り,プロダクシ ョンって,下請けの会社ですね｡
個人の場合 もあ ります し, 2, 3人か ら数人の所 もあ りで｡
今西 :保険 とかはつかないわけです よね ?
杉 内 :小学館では,保険の面倒 まではみて くれません｡編集協力費 として, 1
ページい くら,1冊い くらとい う支払いです｡私 もね,それ も面 白そ うって思 っ
たんですけれ ど,その時は もう 『
ペ ンフレン ド』 の所長 さん と結婚 しちゃって
ましたので,その話 はの りませ んで した｡その後色 々あ りまして,離婚 しまし
て, これか らどう歩 むかいろいろ試行錯誤の末に,小学館の方 を引 き受 けるこ
とになったんです｡かれこれ2
0
年あま り,教育編集部のお手伝いを｡
今西 :今では, 自分で会社 を起 こしてお られるですね｡
杉 内 :はい｡小学館 の仕事の依頼担当の方が,定年 になると辞めますで しょ｡
で,後継者 に引 き継いで くれればいいけど, 1回 くらいは引 き継いで くれるけ
ど, 2回 目くらいか らは もう, 自分が知 っている人を入れて しまうとか,相手
にも事情があ りますか らね｡仕事がな くなるんで,お茶大の同窓会の新 聞に広
告 出 した りして,自分史 とか紀要 とか,
小 さい部数の出版物のお手伝 いをするっ
てい うことをやっています｡
今西 :自費出版の形でつ くってお られる ?
杉 内 :ええ,ですか らね,‑こんなの も自費出版 なんです｡
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岡 :どの くらいつ くられたの ?

杉 内 :今 までにずいぶんつ くりました よ｡つ くる部数は1
00冊か ら500冊 くらい｡
で も,中には市販 した もの (『
大正 も遠 く』とか 『カリフオルニヤ移民の断面』
とか) もあ りますが｡ もうね,百肝超 えてるん じゃないかな ?
今西 :こうい う仕事 は,貴重です よね｡

Ⅰ.岡百合子 さん
1.生い立 ち
今西 :じゃあ,岡さんに移 りますけど,岡さんはお生 まれは何年なんですか ?
8歳 にな ります｡19
31
年生 まれです｡
岡 :歳ですか ? 今年の夏で7

今西 :お父 さんはお医者 さんですね｡
岡 :私の父は清瀬病院ってい う病院の院長で した｡今は東京病院っていいます
かね｡ 日本で初めての結核専 門病院が清瀬 にで きまして,それまでは祖父が早
く亡 くなった とい うのに,脳天気 に無給の医局員だったんです｡で も35
歳の時,
私が生 まれた年 に清瀬病院の院長になることがで きて,それで今の西武池袋線
の沿線 に住むようになった と思 うんですね｡た しか椎名町か東長崎です｡私が
最初にものごころついたのはその家です｡

5歳の時に,新宿 に移 って,今兄が住んでますけど,結婚するまで新宿の家
に住み ました｡元の家は敗戦の年の 5月の大空襲で焼 けましたが,一時岡山県
に疎 開 した りして,結局,焼 け跡 にまた住 むようにな ります

｡

今西 :岡山は, どこに疎 開されていたんですか ?
岡 :岡山は,母方は勝山ってい う美作 の方,父方 は山陽本線で瀬戸 ってい う駅
があるんですけ ど, まあ岡山か ら 6里 くらいの ところで,で ももう近い親戚は
いなかったのです｡私は行 くまでほ岡山市の山陽高女 とい うところに行 くって
聞いていたか ら,行 ってみた らとんで もない,通い きれないので,瀬戸高女 っ
てい う瀬戸の学校 に移 ったんです｡昔の線 をた どって他人の家に世話 にな りま
した｡村 のお医者 さんの家で した｡考 えてみた ら,岡山には半年ち ょっとしか
いないんです よね｡で も,行 った途端 に,麦刈 りか ら始 まって田植 えか ら稲刈
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りまで農作業 を一通 り全部やったか ら,あれはとって もいい経験だった と思 っ
てるんです｡
今西 :勤労奉仕 とい うことですかね｡
岡 :そ うですね｡勉強 もほ とん どしないで,戦争 に出た方の留守宅の農作業の
協力,それか ら土地の開墾ですね｡松根掘 りとか｡だけ ど私 なんか本当に役 に
立たないで,邪魔 Lに行 ったような もんなんですけど｡で もね,学校全体で上
級生は工場へ行 って,私は 2年生で したか ら,工場へ は行かれな くて,農援隊
の方へ｡
今西 :東京へ は,いつ戻 られたんですか ?
岡 :それで,敗戦 になって, もう家は焼 けて しまってないけれ ど,母は もう,
人の家にいた もんですか ら,居候は絶対 に嫌だって,同 じ岡山の本当にもうお
化 け屋敷 になっている祖父が昔住んでいた とい う家に移 ったんです｡あれは夏
だか らよかったんですけど,襖 も障子 もポロポロの,柱だけみたいな家で した｡

2, 3ケ月 しかいなかったですけど,結局母がやは りどうして も帰 りたいって
言 うんで｡それで,親戚の家が焼 け残 っていたんで,東京杉並区の善福寺 とい
うところの家へ帰 りました｡ ところが,そこが洋館だった もので,アメリカ軍
に接収 されちゃったんですね｡で,その時ち ょうど父 も病院か ら追い出された
んで, しょうがないんで新宿の焼 け跡 にバ ラック建てて家族みんなで戻 り,父
は開業医にな りました｡
今西 :清瀬病院を辞め られた原因は,お父 さんと,何か共産党の人たちとの対
立があったんですか ?
岡 :結核 の患者 さん とい うのは,入院が長いですか ら｡皆 さん組合 をつ くられ
ていて,特 に清瀬病院の組合は強いので有名だった らしいんですね｡それで,
戦後,共産党がバー ツと勢いを持 って,団体交渉か何か をや った ときに,私の
父は もう医者馬鹿 とい うのか,そ うい う処世術のない,いい意味で も悪い意味
で もね｡だか ら,ものす ごく,組合への対応が まずか ったんだ と思 うんですね｡
それで追い出されて,副院長が院長 にな られた‑･
｡(
父は)ず っと共産党嫌い
で した し, とて もじゃないけど,組合対策なんか ダメだった と思います｡
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今西 :女高師附属の他の方 も,疎 開されたのですね｡
※当時お茶の水 とい うのは女高師の附属高女の名称で した｡新制大学 になっ
た時 には じめて元の女高師がお茶の水の名 をつけた とい うことです｡(
岡)
岡 :お茶の水の同級生は秋 田に疎 開 したんですが,私の学年 は同級生 に,当時
の首相の鈴木貫太郎の孫がいたんです よね｡今 も大塚, ここのそばに住 んで ま
すけど｡それで,秋 田の方達は もう疎 開組 を大事 に して,秋 田県に疎 開 した友
達 は,当時 とすればいい思いを してた と思います｡勉強の方 もちゃんとしてい
た｡それで帰 って きて私 も復学 して一緒 になったのですが,私は岡山で勉強 し
ないで,農業ぽっか りしてたんで,帰 った らこんなに学力の差がついて,それ
で私は ぐれて,それ以来勉強 しな くなった (
笑)0
今西 :そんなことないで しょうけれ どね｡いっぱい本 も書いてお られます し｡
それで,お茶の水 に戻 られたのは,昭和 2
0
年 くらいですか ?
岡 :敗戦の年の秋ですか ら,2
0
年｡‑結局 , 3月 1
0日の東京下町の大空襲で父
が ビックリして,それまでは一億玉砕 なんて言 ってたのが, 3月の時に清瀬病
院 まで焼 けた人が担 ぎ込 まれたんだ と思いますね｡それで もう,その被害のひ
どさにビックリしちゃって,それか ら急 に疎 開だ疎 開だ と言い出 して,後か ら
考 えると清瀬 に疎 開すればよか ったんです よね,なのに岡山だって｡ もう親戚
なんか父方の方は何 にもいないのに,余所 さまの ところにお世話 になって｡で,
いたたまれな くなって, もう11月には･
･
･
｡
今西 :東京‑戻 って きて,お茶の水の方 に行かれた ?
岡 :ええ,それで杉並の善福寺 って ところにあった母方の伯父の家 に住 まわせ
て もらったんです｡北海道で 『
北の国か ら』 つて ドラマ を書いて有名 になった
倉本聡 とい うシナ リオライターがいますね｡彼の うちなんです よ｡母の里の方
のい とこなんですけ ど,倉本の父親がやっぱ り岡山の金光 って ところに疎 開 し
てて,その時 まだ帰 ってなかったんです｡それでその家が空いていたんで, う
ちが入れて もらったんですが,それがアメリカさんが来ちゃったんで (
笑),しょ
うがないので新宿 に,土地だけは焼 け跡 としてあったので‑0
今西 :家 を建て られたんですね ?
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岡 :はい｡それっき り,ず っと新宿です｡

2.女嵩師時代
今西 :お茶の水 に戻 られて,活動 をされたのはどうい うきっかけなんですか ?
岡 :共産党の活動ですか ?
今西 :代議員に選ばれた りしたんで しょ ?
岡 :いえ,最初は昭和1
9
年 に附属の女学校 に入って,復学 したのが女学校の 2
年の秋で, 3年‑ 4年かな, さっき杉 内さん も仰 った とお り, 5年で卒業 して
もいい し,5年の時新制 になったので,そのまんま新制高校生 になって もいいっ
てい うことで した｡それで優秀 な人はみんな旧制高校 を受けて,だか ら私たち
よ りも 1年早 く新制大学 に進んだんです｡私は勉強 してなか ったか ら, とて も
そんなことはで きない,そのまんまズルズルと新制高校生 になって,それで‑｡
今西 :新制の卒業なんですか ?
岡 :そ うです｡附属 って面 白い ところで,勉強がで きな くって も,大 きな顔は
してい られる (
笑)｡そ した ら新制高校 3年の時,私の友達が 自治会やろうって,
もう亡 くなっちゃったんですけ ど,その人が 自治委員長 になって, じゃあ私手
伝 うってんで副委員長 (
笑) 1年 間,附属の 自治会 を手伝 ったんです｡でそ
0

の時に,学校の校章が変な,本当にみ っともないベル ト,有名なお茶の水のベ
ル トです｡私の母 もお茶の水なんですけど,母が袴の上か らしていたベル トを,
昭和で洋服 になって もその まま校章 に していました｡一時戦争中はバ ックルが
な くなった もんだか ら,ベル トの布の切れっぱ Lを肩 につけた りして｡それで
またバ ックルがで きるようになったか ら,セーラー服の上か ら,そのベル ト｡
す ごく目立つんです よね｡そ うすると映画館,わた しサボって,当時は喫茶店
はあま りあ りませんで したけど,映画なんかを見 に行 くのにベル トが 目立 って
しょうがないんで (
笑),上か らセー ター着た り,オーバーを着た りしてたのを,
学校の方か らどこに行 って も見 えるようにしな くちゃいけない とい うお達 しが
あって｡それで頭 にきて反対運動や った ら見事 に負 けちゃった (
笑)｡それが
挫折のは じま り (
笑)｡みんな口では反対 と言 いなが ら,有名校 の シンボルを
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廃止 した くなかったんですね｡そ うい う心理 を読めなか った｡
今西 :それか ら大学の方 に行かれたのですか ?
岡 :ええ,それで結局高校 を卒業するまで向学心 も何 もなか ったんですけど,
高校 出ることになった ら縁談が来て しまって, こ りゃ大変だ と思 って (
笑),
お嫁 になんか行か されるのは大変だ と思 って,だか ら,卒業前の11月頃に急 に
大学 に行 くって方針 に したんです｡そ した らもう,勉強間に合わな くって,私
は もうず っと女学校 ぽっか りで したか ら,本当は男のいる学校 に行 きたかった
んですけ どね (
笑),結局,附属か ら女高師行 くって言 うのは何の恩典 もないっ
て ことになっていたんですけど,共通の先生がい らした りした もんだか ら,そ
の時の担任が ｢まあ,お茶大 な ら入れるん じゃない ?｣ つてい う (
笑)｡それ
でお茶大 と,
私立では東京女子大 を受 けることにして,だけどお茶大の試験やっ
てみて,計算 した ら 6割は取れてるって,･
‑もう受験 は耐 え られない (
笑)の
で,東京女子大はやめて,お茶大 にすべ りこみ ました｡ まあ,入った ときは も
う何の感激 もな くって,だって卒業す る時 と同 じ学長の話 を入学式で聞 くわけ
ですか ら｡
今西 :同 じ校長ですか ?
岡 :附属 出るときとお茶大入った ときと当た り前ですけ ど同 じ校長で,同 じ話
をね (
笑)｡校舎はそ こか らそっちに変 わっただけで,授業がは じまったけれ
ど余 り新鮮味が感 じられなかった｡それでまたす ぐ, ぐれちゃって勉強 しませ
んで した｡‑･
それでグジグジしてた ら夏休みに,私の兄が東大の医学部 に行 っ
てたんですけど,そ こでセツル,‑亀有 って ところで亀有セツルメ ン トを東大
医学部がや ってたんですね｡それで保育園や子供会 をや るんで,｢
お前 ブラブ
ラしてるんな ら手伝 わないか｣ つて言 われて,兄は別にセツラー じゃなかった
んですけ ど, きっと女子学生 を探 していたんですね｡私はなぜか亀有のセツル
メン トだけは通 った覚 えがあるんです｡で,秋の学期がは じまった ら,その年
は1
9
5
0
年 , 6月に朝鮮戦争がは じまった年 なんですが, レッ ド ･パージ反対,
試験 ボイコット闘争 をめ ぐっての学生大会が行われて,私はその･
･
･
その時決 し
てボイコッ ト賛成 じゃな くって,あんま り下 らない議論ぽっか りしていたので
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頭 に来て (
笑),議事進行 に関す る意見を言 ったのね,｢
下 らない言い合いぽっ
か り止めて ください｣ つて ことを言 っただけ｡そ うした ら亡 くなった吉崎 さん
てい う,同学年で ものす ごい活動家の人がいたんですけ ど,その人が ｢あ,あ
の人は弁が立つ｣つて 目をつけて (
笑)｡さっき出た杉内さんに も共産党に入れっ
て言 った人なんですけど,私の ところに来て,共産党 じゃな くて,反戦学生同
盟 ってい うのに入 らないかって｡い くら私が馬鹿で も AGってい うのが当時共
産党の下請的組織だってい うのは知 ってましたか ら‑･
｡

3.国際派 と ｢
血のメーデー｣事件
今西 :当時の国際派です よね｡
岡 :国際派の学生組織だったんです｡それでその時は大分迷 ったんですけど,
で も結局 AGに入 りました｡で,その AGか らいつ正式な共産党員 になったの
か覚 えてないんです よ (
笑)｡ず るず るべ った りに,結局 AG
,AGって言いな
が ら,そ うい う活動 をやっているうちに,何かいつの間にか国際派の党員 とい
うことになって,そ うしてるうちに,夫の本 (『
闇を食む』) に書いてあ ります
けれ ども,いわゆる六全協 じゃな くて五全協,新綱領,軍事綱領ですね｡それ
が出て,それで国際派 と主流派が合体するとい う動 きがあったんですね,そ う
い うことを私たちは全然知 らな くて,ただ上か ら ｢
一緒 になれ｣ つて指令が来
てOで,教育大か ら不愉快 な‑何か長岡半太郎の孫 とかい う人たちが来て (
笑),
それで ｢自己批判 しろ｣ つて言 われました｡ 自己批判 って言 われて も何 をして
いいかわか らな くて,要す るに新綱領 を認めます, と (
い うのが)主流派に戻
してやるとい う条件だったんですね｡私たちは全員,わけがわか らな くて怒っ
てたんですけど,今で言 う理研 かなあ,理研か らす ごく優秀 な党員の方がい ら
して,その方の説得 にみんな感動 しちゃって (
笑)｡それで まあ‑何 て 自己批
判 したかはよく覚 えてないですけどね (
笑)
｡ ｢
新綱領 を認め ます｣ と｡ しか も
その新綱領は軍事方針なんだか ら,簡単 に認め られるもので もないのに,なん
か よくわかんないまま,認めたってことになって,一括,戻 ったんですね｡で
もその時 にあ くまで反対 ってい う,揚地 さんと結婚 された佐藤 さんのような方
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も何 人かいたんですけ ど‑｡一番私 に影響 を与 えた吉崎 さんって人が先頭 に
立 ってや ったか ら,私 も戻 った とい う本当に主体性のない話です｡その後す ぐ
か ら,血のメーデー事件 とか,そ うい う軍事方針 に振 り回されるようになった
んです｡
今西 :血のメーデー事件 には参加 されてるんで しょ｡皇居前 にはお られたんで
す よね ?

95‑ 2年 ?,主流派に戻 って,まもな くです よね｡
岡 :ええ,血のメーデーは1
で も訳わか らずです｡だって夫の小説見た ら共産党の軍事組織が誘導 して人民
広場 につれてったって言 うんだけど,私なんか生 まれて初めてメーデーつてい
うのに出て,嬉 しくて歌 ってた ら (
笑),本当は神宮外苑の会場か ら別の コー
スで解散するはずなのが,いつの間にか‑0
今西 :皇居前広場 にね｡
岡 :その 日は ｢
人民広場へいこう !｣ つてい うスローガ ンが掲 げ られてはいた
んですけ ど,それが実際の行動スローガンとは思 っていなか った｡あれよあれ
よとい ううちに,皇居前広場 に入っちゃって｡‑で,その辺が一緒 にいた人 と
意見が違 うんですけ どね,私 は警官隊なんかいたのは知 らないで,｢
あ,入 っ
た入った｣ つて喜んでいた ら急 に,警官隊が出て きた と記憶 していた｡で も,
竹村 さんなんかは ｢そんなことない,私たちが入 った ときか らすでに警官隊は
いた｣つて,まあその辺はよくわか らない｡それで も (
後で)夫に聞いた ら,｢
警
官隊は もともといた｣ と｡ だけ ど威圧 的ではな くて,ず っと遠 くにいて,む し
ろ挑発 して,デモ隊 を中に入れちゃったみたいなんですね,それでみんながい
い気 になって,｢
バ ンザーイ｣ とかや ってた ら警官隊が ワ‑ ツと来た, とい う
感 じで‑｡そ して拳銃 を射 ちは じめたのです｡それで何が何 だかわか らない う
ちに,｢
逃げろっ｣ とい うことになって‑｡
今西 :死者 まで出たのですね｡で,高史明さんと出会ったのはいつ頃なんです
か?
岡 :夫 と出会ったのは,主流派なるものに戻 った後です｡活動的な人たちはみ
んな,学生 なのにプ ロみたいな,あの ころは何 て言 ったっけ, ｢
常任｣ と言 っ
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て ましたかね,党活動専 門になっちゃって,学校へ は来な くなったんですね｡
私みたいな弱虫はそれはやれない｡それで学校 に残 っている中では私が一番古
参だった ものですか ら,細胞のキャップになったのが,血のメーデーのころだ
と思 うんですけ ど,確かその血のメーデーの年 に,共産党は非合法紙 『
恒久平
和 のために』 を地下印刷で出 しは じめ ました｡夫がその担当で,人が足 りない
んで,学生 に手伝 ってほ しいってことで,文京区の どっかのアジ トで,学生の
代表が集め られて,その仕事の割 り当てを受けた,その会議で出会 った とい う
記憶があるんですけ ど,夫の記憶 はち ょっとイ ンチキなの (
笑)｡私の方が確
かなんだ と思 ってい ますけ ど,その会議で最初に会っています｡それで,具体
的にはお茶大 には 5, 6人は出 して欲 しいってい うんで,二度 目に夫が担当で
お茶大 に来たんです よね｡だか らその時は二度 目なんです よ｡それで私が色 々
活動 したんだけ ど,みんな忙 しくて,本当は三人出さなきゃいけない ところを,
私が一人で しか行かれなか った ときがあったんです｡夫はその時に最初 に会っ
たみたいなことを言 ってるんですけど (
笑),そ うじゃない と思い ます｡だけど,
その非合法印刷 をしてる中で,だんだん話 をするようになってい きました｡で,
お茶大はまだその時全学連のメンバーではなかったんですけ ど,私 はその当時
連絡係で,東京大学のグラウン ド下,地下室 に全学連 ･都学連 ･わだつみ,か
な ?,なんか 3つ くらいあった｡あの,グラウン ド下の部屋 ご存 じですか ?
今西 :ええ,知って ます｡
岡 :私は定期 を持 って,大塚駅か らず うっと都電 に乗 って,ほとん ど毎 日そこ
に出勤 してたの｡だか らその時の都学連の委員長伝 (
祐雄)さん,だ ったか な ?
いや高沢 さん ?
今西 :ええ,高沢寅男 さん｡後の社会党の副委員長ですね｡
岡 :ですか ら,その頃,いわゆる一 ･九会のメンバーみたいな人 とはかな り顔
見知 りだったんです よね｡
今西 :その時に査問事件の ことは聞いてお られましたか ?
岡 :査問事件,戸塚 さんとか,堤 さん も引っかか ったんですかね ? それは聞
いてましたけど,詳 しくはわか らない‑｡ただ当時,私たちお茶の水の細胞の
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中で も,あの人は 日和見だ とか,会議サボって映画見に行 った とか,何かそ う
い うゴチ ャゴチ ャした統制や相互批判がずいぶんあって,だんだん居心地が悪
くなったってい うか,党勢の衰亡 をひきしめで乗 り越 えようとしている感 じで
した｡空回 りして会議ぽっか りやって も人が集 まらな くなって,その間何 をし
ていたかはい ま思い出せないです｡大衆活動 と言 うよ りは,新聞を作 った り,
そ うい う非合法活動 をやっていたのだ と思います｡
今西 :氷川下のセツルメン トの活動はやってお られたのですね ?
岡 :ああ,セツルメ ン トの活動 は,最初に氷川下 を立ち上げてか ら,半年 ぐら
いは‑や ってたんですけど,党の方が 忙しくなったので,セツルメ ン トは仲間
に任せて,私 は手 を引いちゃったんです｡施設は感心 にどんどん大 きくなって,
今 このす ぐ近 くにあ ります健生病院って言 う病院をつ くって,医療活動 をバ ッ
テ リやってます｡私 は子供会‑あの, この写真 (『
私の女高師』) に私がのって
い ますが, こうい う教育大のポロ校舎で,子供たちの夏休みの宿題 とか を見て
い ました｡
今西 :これが,徳永直の小説 『
太陽のない街』 に出て くる所です よね｡
岡 :『
太陽のない街』の舞台です よね｡今はマ ンシ ョンも建 って給寛 にな りまし
たけど,私が行 ったころはバ ラックの家ばか りで,共同印刷の下請けの｢
折 り｣つ
てい うのか,丁合 ってい うのか,製本の仕事ですね｡た くさんの量の紙 を家の
中に積み上げて竹べ らで折 る内職をしている人ぽっか り｡それでお母 さんたち
もみんな働いてたか ら,子供はほった らか しなの｡その子供 たちを集めて遊ん
だ り,夏休みの宿題 を見た り,紙芝居 とか何かそんなことを してい ました｡

4.恋愛,自殺
今西 :当時,その東大の学生 と,結婚 した人が何 人かい ます よね ?
岡 :そ うですね
今西 :大久保文子 さんと赤羽裕 さんとか｡
岡 :大久保 さんは史学科の同級生です｡赤羽 さんは早 く亡 くなっちゃって,大
腸がんでね｡本当に惜 しい方で した｡
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今西 :赤羽 さんは ｢
低 開発国｣の研究 をやってお られましたね｡大塚史学のな
かでは特異な方ですね｡
岡 :非常 に優秀な仕事 をされていた学者だったんですね｡赤羽 さん も,そ うい
う学生運動の中で,大久保 さん と知 り合 った｡竹村 さん も森 田さんってい う,
東大の方 と結婚 された と思い ます｡後 に水産関係で余市 に長 くい らっしゃい ま
したね,北海道の｡それか ら,教育大の人 と結婚 した人 もいる し‑｡
今西 :佐藤経明 さん と,永見光子 さん とか｡
岡 :経明 さん,奥 さんの方が早 く亡 くなっちゃって‑･
今西 :3
8
歳ですね‑0
岡 :永見 さんは女高師の方で,先輩の中ではいちばんよ く存 じ上げている方で
す｡佐藤経明さんとは面識 はあるのですか ?
今西 :岡田裕之 さんが よく佐藤 さんの話 をなさるんです｡
岡 :私 も面識はあま りないんですけど,奥 さんとは親 しかったんです よね｡
湯地 さんと佐藤 さん も結婚なさいました｡揚地 さんは主流派に戻 らな くて,
てるJ
)
その後武井昭夫 さんたち と一緒 に活動 を して, 『
思想運動』 とい う機関誌 を出
してお られた｡揚地 さんは,印刷会社 で もあ り教科書 も出す出版社 の社長で も
あるわけです｡
今西 :揚地 さん とは, どうい う字ですか ?
岡 :お湯の湯 に地面の地｡‑それで,その人 と私 と同期の,主流派に戻 らなかっ
た佐 藤 さんが結 婚 したんです け ど,その彼女 も何 年 か前 にが んで な くな っ
ちゃったんです｡
今西 :この,1
95
4年の 自殺 とい うのは,何か,その, さっき言われた遠藤 さん
はわか りますけれ ども,太原 さんとか続 きますね ?
岡 :その頃は党員で三人ほ ど亡 くなってい ます｡ (
党の)締めつけの中で,伝
じられない くらいみんな真面 目で｡遠藤 さんは 日記みたいな ものを残 してたん
ですけど,その中で 自分は音楽会に行 った らとって も楽 しか った と｡で も帰 っ
て きて, 自治会や党活動 をやってるとす ごく辛い と｡ こうい う自分 はおか しい
ん じゃないかって, ものす ごく自分 を責めるわけですね,そ ういう快 い もの と
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か,音楽 とか,芸術 とか,そ うい うものに気 をとられている自分は,本当に党
員 じゃないん じゃないかって｡
今西 :ああ,そ うい うことに悩 まれた‑｡
岡 :なんか,そ うい うことが根本原因で,他 に何があったかはよくわか りませ
んけど,自分 を責めて結局 ノイローゼみたいになっちゃった と思 うんです よね0
当時は私 なども ｢プチブル｣ と批判 されるのが一番辛か った覚 えがあ ります｡
遠藤 さんはガス 自殺だったんですけど｡安東仁兵衛 さんは鉄道 自殺 をしたなん
て嘘を書いていますね｡ 『
戦後 日本共産党私記』 つてい う本ですか ?
今西 : 『
戦後 日本共産党私記』 ですね｡
岡 :そこに遠藤 さんってい う固有名詞が出てるか どうか忘れ ましたけど,鉄道
に飛び込んで首が落ちただの, どこで聞いて きたのか｡
杉 内 :それは遠藤 さん じゃな くって,鉄道 自殺 した人がいるのよね ?
岡 :そ う,横川 さん とい う方だった と思 う｡(
話が)一緒 になっちゃったのね｡
それか ら他 に太原 さんとい う方が 自殺 しています｡私は 自分が卒業 した後のこ
とでよく知 らないんですが, 『
花匿 (
花がたみ)
』 とい う伊藤道子 さんたち中文
の方たちが出 した同人誌 を読んで詳 しく知 りました｡その同人誌 には解毒剤み
たいなのを飲めば‑0
杉 内 :欽 めって言われたけ ど‑0
岡 :どうして も飲 まないで亡 くなっちゃった｡それがたぶん大原 さん｡全那,
私が卒業 してか らですね｡ なぜその頃に集 中 して しまったのか ?
今西 :5
4年か ら5
5
年 にね‑｡
岡 :た とえば,そこ (『
私の女高師』) にも書 きましたけ ど,私の場合は 4年生
なんで卒業論文を書かない といけないんですね｡だけど,活動 して,党の専従
になっている人は書いて もいないのに,残 っている私たちが卒業論文なんか書
いた ら申 し訳ないってい う,そ うい う厳 しい雰囲気だったわけです よね｡だか
ら,私 なんか,結局,専従でプロになる訳 じゃないか ら,どっか就職 しな くちゃ
いけないのに,そのためには卒論書いて卒業 しな きゃいけないのに,なんてい
うことも考えられない くらい,毎 日追い立て られていたんですね｡そ した ら,

1
20

商

学

討

究

第61
巻

第 1号

教授 に怒鳴 られて｡それで, しょうがな くってお茶大の教授 のいるイギ リス史
とか ドイツ史だ とバ レちゃうか ら,いないアメリカ史な ら (
笑)｡そ した らそ
の ころ東大 にい らした中屋健一 (
式)ってい う先生 に回されちゃったんです よ｡
で も,いい具合 に中屋先生 もアメリカに行 っちゃった もんだか ら (
笑),指導
教授 な しのひどい卒論 を,あの,ニューデ ィール (
について)書いて,そ した
らこの間クラス会でね,製本 された立派な卒論 をみんなはその後返 して もらっ
たって言 うの よ,私 は返 して もらってない (
笑)｡果物寵の リボ ンで とじた よ
うなひどい卒論だったか ら,捨 てちゃったのか もね｡
杉 内 :私 は勝手 に持 って きちゃった｡研究室 に置いてあったか ら｡
岡 :後輩が卒論 を書 く時に,先輩の卒論 を並べて読み比べて参考に していると
か聞いて,私は とて も恥ずか しくて｡今だった らとうてい卒業で きませ んで し
たけ ど, (
私 は) まだ二期生で した し, こうい ううるさいのは早 く出て もらい
たいってい うんで (
笑)｡卒論審査 もほ とん どなか ったで しょ ? 今は口頭諮
問みたいなの もあるんで しょうけど,そこに も書いたように尾鍋輝彦先生が｢
あ
んたの卒論はまるで小説の ようで面 白かったよ｣ つて皮肉をおっしゃった｡ス
タインベ ックの 『
怒 りの葡萄』 を引用 しまくったので (
笑)｡
今西 :学生運動の中で,その時代,女性の活動家はどんなふ うに位置づ け られ
ていたんですか ? やっぱ り男性の仕事のサポー トが多かったんですか ? そ
れ とも,一人前の活動家 としてみんな仕事 をやってたんですか ?
岡 :あんま り男性 ･女性 ってい うのは‑
今西 : (
差別は)感 じなか った ? で も,ち ょっとこの本 (F
私の女高師』)の
中で付 き合 ってる男性 によって,その男性 に意見が引っ張 られている人がいる
とい うのを書いてお られますね ?
岡 :それはあ りましたね｡恋人や,結婚 してな くて も相手の意見がす ごく影響
して 自分の進路が変 わってい くとい う例は,随分あ りましたね｡女子大だった
か ら日々の活動は主体的にやっているように思 っていましたけど｡本当の主体
性 とは言 えなかったか も知れません｡
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5.憲史明 さん との結婚 と朝鮮問題
今西 :高 さんとの結婚は, ここ (『
白い道を行 く旅』) に書いてお られるように
お父 さんや家族の皆 さんは,大反対だったんで しょ ?
岡 :私の場合は‑｡
今西 :小学校の中退で,在 日朝鮮人 とい う人 と結婚するとい うのは,家の人は
かな り反対 したのでは ? まあ,今で もなかなか難 しい と思いますけどね｡
岡 :勿論大反対で大変で した｡で も今思 うと一つは時代の風 とい うような もの
もあった と思います｡ とい うの も,今 とは全 く違 って,それ まで (
の価値観)
が ひっ くり返 った直後です｡今思 うと私はまった く,そ うい うタイプ じゃない
のに,いわゆる活動家になってみた り (
笑),朝鮮 人 と結婚 した りして,何やっ
てたんだろうって (
笑)｡例 えば,ちゃん とした家に住んでいたのが,疎 開で,
それこそホーム レスすれすれみたいな家に住むってい う体験 だ とか｡だか ら昭

和2
0
年現在 とい うものを考 えると,例 えば非常 に貧乏だった朝鮮人の夫 と私 と
食べているもの, どんな ものを食べていたか とい うことを比べ ると,時 々向こ
うの方がいい ものを食べていたんです よね (
笑),私の父は閣 とか下手だった
もんですか ら,医者の家だって言 うと今だった ら豊かだ と思 うか もしれないけ
れ ど,敗戦の前後 に食べているものは,本当にひどい栄養失調すれすれの もの
しか, まあ半年 ぐらいですけど食べてな くって,だか らそ うい う貧乏 とかお金
持 ちってい うのは,私あんま り考えた ことがなか ったんです (
笑)0
ただ,クラス会で聞 くと,アルバ イ トしていなかったのは私だけなんですね｡
その頃,お茶大 に入 った人はみんな,特 に地方か ら来ている方はみんな,生活
費 とか,寮はまあ安いですけど,みんなそ ういえばアルバ イ トしてたんですね｡
それをアルバ イ トもしないお嬢様 をや ってるのが共産党 って言 ってるか ら ｢
馬
鹿 じゃないか｣つて思 ってた と (
笑)｡そ うい う雰囲気 はあったみたいですけど,
当人はあんま り女性 ‑だか らどうこうって,‑あった ?
杉 内 :ん,ないですね｡結局はそれが女子大のいい ところ じゃないか しら ?
岡 :女子大で したか ら｡
今西 :男性 と比較 されることはない｡
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岡 :女子だけの組織 でやってるわけだか ら,男子 との比較で考えた ことはあま
りなかったように思います｡ただ実社会に入って学校 に勤めた ら,やは り男女
差別があって,給料だけは公立の学校 で同 じで したけど,女性 は担任 をさせな
い とか,そ うい うのがあってち ょっとビックリしたことがあ りましたね｡
今西 :結婚式 には,宮本顕治 さん も来ていた と書いてあ ります よね｡
岡 :私 もだか ら本当に,今思 うとひっ くりかえっちゃう感 じの話ですけど宮顕
さんが選挙 に出ようとしている前で,文京 区で名前 を売ろうとして らしてると
きなんです よね｡だか ら, もう百合子 は死 んでいて, まだあの時は独身だった
のに,仲 人って ことはないです よね (
笑)｡だけ ど,誰かが我 々の結婚式 にハ
クをつけようと思 った らしくって,その 日宮顕 を呼んで きたんです｡ ところが
宮顕 さんは私たちの ことをなんに も知 らない (
笑)｡で,その前 は野間宏が間
に立 って くれたんだけど,今考 えると野間宏 と宮顕が対立 してるときで,野間
宏は結婚式 に出て くれるとぽっか り思 ってた ら,突然 ｢
遠慮する｣ つて言われ
たんですね｡ え,なんでかなあ, と思 った ら,や っぱ り,そ うい うことが‑｡
本当に もう,いろいろあ りま した｡勝手 に変 な名前つ けて結婚式 した りして
(
笑)｡夫が当時非合法な存在だった とい うことで｡
今西 :宮本 さんは国際派で,野間さんは所感派で したか らね｡で も,後で朝鮮
人活動家 ってい うのは共産党か ら追い出されるわけです よね ?
岡 :ええ,結婚 したのが 3月ですけどその直後 に ｢
六全協｣があって夫は党を
やめさせ られました｡

5
年ですね｡
今西 :5
岡 :そ うです｡だか ら結婚 して 3ケ月だけ,かれは党の常任 としてやっていた
んですね｡その 3ケ月後 に方針が変わって,朝鮮 人は 日本の共産党 に介入 して
はいけないってい うお達 しが出て｡で もその時の共産党の対応は, ものす ごく
悪かった｡大体その,党の上の方の人が,何でそ うい うお達 しが出たか もよく
理解 してな くて‑｡
今西 :そ うです よね｡ よくわか らなか ったで しょうね｡
岡 :ええ,大体,夫 に日本 に帰化するか とかいう話 を出すんですね｡帰化する
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か,党を辞めるか, どっちかに しろって｡彼は頭 に来て しまったようです｡そ
方程"のは じま りで した｡
こか らが彼の "
精神の4
今西 :朝鮮人だけど帰化 して 日本の活動やった人 もいましたかね｡
岡 :いや,あんま り党員で帰化 した とい う人は知 りませ んね｡で も, うちの場
合 は 日本共産党でず っと活動 していた ものだか ら,民族組織 と全 く関係 なかっ
たのです｡ (
朝鮮)総連‑ とも, もちろん民団 とも｡だか ら,党 を追い出され
てか らいっぺん,総連にも行 った らしいですけど, 日本の共産党にいたって聞
いて,す ごく冷たいあ しらいを受けた らしくって,私その辺のことよくわか ら
ないんですけど,それで もう,それ以来,民族組織 にも近づかなか ったです｡
大体朝鮮語がで きない もんだか ら,民族組織で働 くって こともで きなか ったん
です よね｡で唯一,樺太か ら引 き揚 げて きた李恢成のい とこが,ニ コヨン時代
に一緒で親友だったんですけど,彼 も6
0
年代 に向 こう (
北朝鮮) に帰 っちゃっ
た もんだか ら,友達 って ものが一切いな くなったんですね｡
今西 :それで,文筆活動で生活 されていたんですか ? 岡さんが学校で働いて
生活 を支 えていた｡
岡 :そ うですね｡だけど,今思 うと随分 ひどい話だ, と思 うんだけ ど,私は共
産党でなれてたか ら,稼 ぐ稼がないってい う意識があんま りなかったんです よ
ね,今だった ら ｢
何 であた しだけが稼 ぐの ?｣ つて思 うと思 うんですけど,そ
の時の夫はか えって今 よ りか威張 ってて,虚勢張 ってた と思 うんです (
笑)｡
自分 を養 うのは当た り前だ,みたいな態度だったか ら,なんか私 も別にそれに
はあんま り抵抗 な くって,ただ非常 に残念だったのは,私が育 った年代がそ う
だったんですけ ど,私が働いて向こうがブラブラしてるんだか ら,食事の支度
とかそ うい うのをさせればよか ったのに,そ うい うのは男の人にさせてはいけ
ないってい う教育 を受けていたせい もあった もので,全部私が働 きなが ら食事
の支度 もしました｡それが今に至 るまで (
笑)
杉 内 :いや もう,交代でや りましょうって言 った らどうですか (
笑)
岡 :夫教育がす ごく悪 くって‑｡今 日なんか も私が何時 になるかわか らないっ
て言 った ら,｢じゃあ外で食べ る｣ つて｡
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杉 内 :で も,外で食べ るだけの余裕があるだけいい じゃない｡
岡 :だか ら,今の時代だった ら,そ うい う稼 ぐとか稼がない とい う意識がある
か もしれないですけ ど,何 しろ時代がハチ ャメチ ャな時だったか ら｡それで も
や っぱ り辛いことはいろいろあ りました｡特 に辛かったのは結婚 して も名前が
変 わ らないってい うことで したね｡何か色 々書類 なんか書 くときに｡そ うい う
のが一番嫌で したね｡苗字が変わっていない ものだか ら,なんか先輩か らね,｢
あ
んた結婚 なんか しな くて もどうで もいいんだか ら,頑張 りなさい｣ つて激励 を
受 けたの (
笑)
杉 内 :私 は離婚 して も相手の苗字 を使 うのは痛 に障るか ら｡ とい うか,おか し
いです よね｡
岡 :私は岡って苗字があま り好 きじゃな くて,変 えたか ったんですけど (
笑)
今西 :その後は もう,ずっと教育の方で‑｡で も朝鮮問題の ことで本を書いて
お られます よね｡
岡 :それ もね,私いつ も脳天気 なんですけど,最初の11
年間公立中学 に勤めた
んですけ ど,その時は夫が朝鮮 人だか ら余計そ うだったのか,あんま り朝鮮人
問題 に目を向けたことがな くって,む しろ朝鮮 に触れないようにして きたんで
す｡それで,朝鮮の ことを何 も知 らな くて, ここに書いたように,夫 も1
7
歳の
時 に家を離れたか ら,朝鮮語 も知 らない し,食べ るもの とか風俗習慣 もあんま
り朝鮮風 じゃなかったんです よね｡
だか ら日常の生活ではあ ま り朝鮮 を意識 しないで,高校 に移 ったのが65
年で,
その時は,65
年の 日韓条約,その ころの高校生ですか ら,日韓条約反対 なんて,

1
9
7
0
年安保 を前 にして,高校生 も私の学校 も二度バ リケー ド封鎖 をや られたん
ですが,や られたってい うか,私が顧 問 している社研 の連中がやったんですけ
ど｡その頃か ら朝鮮 のことを少 し考えるようになって,で も基本的には1
9
7
5
年
に,それは息子が死 んだ年 なんですけ ど,私が一番信頼 しかわいが ってた卒業
生が ソウルに留学 して,向 こうで政治犯で捕 まっちゃったんです よね｡ 11･22
在 日僑胞スパ イ事件 といい ます｡結局 8年 間,大 田 (
テジ ョン)の収容所 にい
て,釈放 されてか ら日本に帰 って きました｡いま千葉商大 というところで教員
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してますけど｡その事件があって,卒業生たちと救援活動 をは じめて,そのこ
ソスン
ろは徐勝 さんとか,在 日の人がいっぱい捕 まった りして,そ うい う活動がた く
パク
+コ
ン
ヒ
さんあ りました｡朴正典の軍事政権の時代 で したが｡その頃か らや っと私は歴
史の教師だか ら,朝鮮のことをちゃん とや らな くちゃいけない と思 って,生徒
に授業 をは じめ ました｡日本はこんなにひどいことをした,こんなこともしたっ
てい う日本の植民地支配の歴史の授業 をやったんですね｡私の ところは進学校
じゃなか ったか ら,それはい くらやって も自由,そ した ら生徒 はよ く聞いて く
れて,感想 を書かせ ると,｢日本はひどい,け しか らん｣ とか書 くんですけど,
｢
朝鮮 は貧乏でい じましい｣ とい うような感 じで した｡その ころうち じゃない
んですけ ど,全国の高校生 にア ンケー トをとった結果があって,そ こでは一番
嫌いな国に朝鮮 ･韓国がのってたんですね｡やは り ｢
貧 しいか ら｣ とか ｢
いつ
まで も日本を恨 んで しつ こい｣ とか｡今は違 うと思いますけ ど｡
今西 :今は ｢
韓流ブーム｣がす ごいですね｡
岡 :それで私 も ドキ ッとしち ゃって, なんか朝鮮 を好 きにな らない授業 を し
たって しょうがないん じゃないかなって思いました｡そ こで朝鮮の授業 は挫折
したんですね｡ち ょうどその時 に岩崎書店ってい うところで各国史を出 してい
て,私は歴史教育者協議会の関係で編集委員になってたんですけど,朝鮮史を
書 く予定の石渡 さん とい う人が直前 に留学 しちゃったんです,韓国にね｡
今西 :石坂浩一 さんですか｡
岡 :いえ,石坂 さんではな くて,石渡延男 とい う方です｡い まは教育者の 日韓
交流の仕事で活動 してお られます｡
それで穴があいちゃって,それで私が朝鮮人 と結婚 しているもんだか ら,詳
しい と誤解 した編集長が (
笑),｢じゃあ,あなた書 きますか｣ つて仰 って,そ
の時にまた脳天気 な私が ｢じゃあ勉強 になるか もしれないか ら｣ つて,引 き受
けちゃったんですね｡そ した ら何 にも知 らない者が通史を書 くなんてのほどだ
い無理な話で, もう勉強が間に合わな くて｡当時私の行 っていた都立高校 はい
わゆる ｢
教育困難校｣で,昼は生徒 と渡 り合 うわけですか ら,帰 った ら‑ と‑
とで,勉強 もで きない｡ これ じゃあ もう, とうてい間に合わないってことで,
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定年 5年前 に辞めて,その時仲 間の人たちか ら敵前逃亡 なんて言われたんです
朝鮮 ･韓国』 つて本 を出 したん
けど (
笑)｡それで 3年猛勉強 して,や っと 『
です よね｡今みると, もう,はさみ との りで継 ぎ接 ぎの,恥ずか しい歴史の本
なんですけど｡で も,その仕事 を頂いたおかげで朝鮮 とい う国の奥深 さを知 る
ことがで きた と,い ま本当に感謝 してい ます｡で 3年 くらい前 に平凡社 ライブ
ラリーで出 して くだすって,ほんの少 し手 を入れ ま した｡それが今出回ってい
ます (
笑)｡
今西 :はい,本 日はお疲れで しょうか ら, これ くらいに してお きます｡貴重な
お話 を,本当に有難 う御座いました｡

