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「思い出の駒大地歴」を読むまえに

　

　平成16（2004）年、駒澤大学地理学科・歴史学科は、創立75周年を迎えました。

これを記念して、禅文化歴史博物館で企画展「地理学科・歴史学科創立75周年記

念展」を開催する運びとなりました。地理学科・歴史学科の歴史は、昭和4（1929）

年に創立された駒澤大学専門部歴史地理科から始まります。

　この企画展の開催に先立ち、禅文化歴史博物館大学史資料室は卒業生から聞き

取り調査を行いました。この過程で、昭和22(1947)年3月に専門部高等師範科歴

史科・地理科を卒業した芥川龍男氏、井高帰山氏、中島義一氏、昭和33(1958)年

に文学部地理歴史学科を卒業した森哲成氏から学生時代を回顧した「思い出」を

ご寄稿いただきました。

　地理学科・歴史学科は、創立以来順風満帆に発展してきたのではなく、時代の

大きな波を乗り越え、難題を解決しながら現在に至ります。

　今回紹介する4人の卒業生の回顧録は、駒澤大学はもちろんのこと、近隣のよ

うすなど、多岐にわたって叙述されています。

　本書をお読みいただき、地理学科・歴史学科のあゆみについて再認識し、先輩

たちのご苦労、ご苦心の数々に思いを馳せていただければ幸いに存じます。

　　平成16（2004）年6月30日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　禅文化歴史博物館大学史資料室
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　第１章　学生時代の思い出

　　１　私の駒大生時代

芥　川　龍　男

　私の駒大在学は、昭和19（1944）年4月から昭和22年3月の間であり、太平洋戦争

の末期から敗戦による終戦後という、歴史的転換期であった。

　思い出すままにおよその年次にしたがって書き連ねることにしよう。

昭和19（1944）年

　１か月前までは中学生（旧制）であったのが、角帽をかぶるなどして急に大人っぽ

くなったわが姿に戸惑いさえ覚えた。服装は常にゲートルを巻いた戦時スタイルであ

る。

　入学したのは、「駒澤大学専門部高等師範科歴史科・地理科」である。授業は予科・

専門部合同の社会学（川辺喜三郎先生）は講堂で、坐禅は坐禅堂で、専門科目などは

地歴の教室で行われた。人数は30人ほどで、お互いの名前もすぐに覚えることができ

た。大半は東京の世田谷中学・仙台の旃檀中学・山口の多々良中学・愛知の愛知中学

など、いずれも曹洞宗系の学校からの進学であり、また宗内生（曹洞宗寺院の子弟）

でもあった。当時は戦時下で学制も変わり、中学4年修了で進学できたこともあって、

私より年下の友もいた。角帽と不釣合いな幼な顔の友が何人かいた。

　授業科目も「日本史概説」・「東洋史概説」・「西洋史概説」、「人文地理」・「自

然地理」などのほか、「青年心理学」・「論理学」など今まで聞いたことのない高度

なものを感じた。先生のゆっくりとした講義を、せっせとノートにとるという、いわ

ゆる口述筆記の形態であった。この口述が一段落すると、先生は時々余談を交えられ

て、学び方・人生観の一端などに触れられた。

　「専門」とはこういうことなのかと、おぼろげながら向学心らしきものを感じてい

た。たとえば、東洋史の岩井大慧先生（専任は東洋文庫長）は、「歴史というものは

世故にたけてこないと分からないものだ」といわれた。当時の私には、「世故にたけ

る」ということは、「世間になれる。ずるがしこくなる」というように受け取られて、

後味の良いものではなかったが、歴史学徒の一員となり、研究と教育の道を歩むにつ
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れて「同感」するようになった。また山崎宏先生（専任は東京文理科大学助教授・現

在の筑波大学）など、午前中の授業が終わり近くになると、先生の方から「よろしく

頼むよ」と呼びかけがあった。それは、大学の門前の「雑炊食堂」で「すいとん」や

「雑炊」が始まるからであった。これも人数に制限があり、行列の番を早めに取らな

ければならなかった。先生と学生が肩を並べての立ち食いであるが、お互いに「今日

のは箸が立つね」、「そうですね」などの会話が弾んだ。

　放課後になると、先輩の出征を送る行事が連日のように続き、戦争の苛烈になって

いることが実感された。文科系の駒大の場合は、ほとんど徴兵延期の恩典はなく、出

陣する先輩の続出であった。校内や東京駅・上野駅で、先輩を囲んで円陣（スクラム）

を組み軍歌・校歌を歌い、最後は「海ゆかば」の歌で結び、万歳三唱で終るしきたり

であった。いずれわが身と思いつつ、諸先輩の生還を願ったものである。東京駅・上

野駅などでは日常的に見られた風景であった。

　夏休みまでの間にもいろいろな行事があった。世情をみると1月には「緊急学徒勤

労動員要項」が決定、2月には「大学・高専での軍事教育全面強化」、東京では「雑

炊食堂」が開設されるようになった。3月には新聞の夕刊が廃止され、旅行も制限さ

れて特急・寝台車・食堂車が廃止され、旅行証明書なしには旅行などはまかりならな

いということになった。

　正確な日時は思い出せないが、暑中休暇はないようなもので、長野県の篠ノ井村で

農家の手伝いがあった。その他、軍事教練の一環として、富士裾野の廠舎（兵舎そっ

くりに造った仮宿泊所）で2・3泊の野営を行った。どういうわけか、私は小隊長にな

り、サーベルを腰に指揮をとることになった。品川から特別列車に乗り、御殿場駅下

車、そこから数キロを行軍して富士の裾野に到着である。貴重な配給米を2・3合持っ

ての参加である。

　2日目であったか、演習が終って廠舎に帰ったとき、配属将校の長沢大佐が「馬を

扱えるものはいるか」といわれ、馬術部員であった私が大佐の乗馬を厩舎に入れるこ

とになった。ところが手綱を握って曳きはじめると、馬の形相が険悪な目つきになり、

これはいけないと思った途端、馬の後ろ左足で私の臀部が蹴りあげられひきずられた。

ようやく厩舎に入れた。その旨を大佐に報告すると、大佐は「ご苦労であった、ゆっ

くり休息しろ。今夜は何があっても休息が第一である。分かったか」といわれた。「何

があっても」とはどういうことか半信半疑であったが、消灯後睡眠に入ったころに、

「非常呼集」の声に皆一斉に起き上がった。このときはじめて先程の大佐の言、「何
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があっても・・・・」の意味が分かり、1人廠舎に残った。夜が明けて8時頃であった

か、皆が帰ってきた。山中湖までの夜間行軍であったそうだ。配属将校長沢大佐の人

間性を垣間見た感を深くしたハプニングであった。

　9月に入ると、川崎市塚越の古河鋳造という軍需工場に動員された。そこは飛行機

の部品（エンジン部分の大小さまざまの部品で、いずれもアルミ合金の鋳物が主要な

ものであった）の鋳造工場で、鋳物の現場・部品の輸送や現場事務（身体検査で、強

健でない者が配属された）などに配属された。勤務は時々24時間勤務もあった（鋳造

工場では常に24時間勤務）。

　私はややひ弱と認定されたのか。部品の仕上げ工場の現場事務に配属された。屋根

も外壁もスレートで、すき間風の入る300坪くらいの作業場であった。その半分は女

子工員で、福島県の梁川高女の生徒と、女子挺身隊（飲食店に勤めていた女性や家庭

にいた女性が動員されていた）のおよそ100人ほどであった。みな「もんぺ」姿で、

履物も物資不足で下駄履である。

　作業は、隣接のダイキャスト（金型に溶解された合金を流し込んで圧力を加えて成

型する工法）工場で造られた飛行機のエンジン部分の一部に、ヤスリをかけてバリと

いうはみ出た部分を削って仕上げる作業であった。大きな木箱に入った、できたばか

りで熱を帯びた部品が、どんどん運び込まれる。その箱に、部品の型番を書いたカー

ドを入れるのが私の仕事であった。

　作業場の一角には長い机があり、そこに工長さんと女性の事務員と私の3人が席を

占めた。工長は現場の作業状態の監督、女子事務員は製品の進行状態の数値の記録な

どが仕事であった。その脇に大きな囲炉裏が設けられ、工場内から出る廃材などをい

つも赤々と燃やし、なんとか寒さはしのげた。

　すでに前年の秋（10月頃？）には、米軍のグラマン機が東京周辺に飛来し、はじめ

ての空襲警報が発せられた。当時まだ中学生であったが、校舎（芝公園内）の屋上に

あがってみんなで目の当たりに不気味なグラマン機を見た。ずうずうしくも低空でな

めるように飛んで、爆弾などは投下しなかった。日本側の反撃は全く見られなかった。

近距離からの飛来を思わせ、不気味さとともに一抹の不安を感じさせた。

　5月にはアッツ島の日本軍が全滅（全員玉砕）などの悲報が入り、戦局は不利にな

りつつあった。グラマン機の飛来のみならず、間もなく、はじめて聞くＢ29がはるか

の超高度でなめるように東京都やその周辺を飛んで帰った。不吉な予感がしたが、こ

れはまさしくその後の空襲のための偵察行動であった（マリアナ群島の基地からとい
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われている）。

　この間、7月には東条内閣は総辞職、ついで小磯内閣となるが、レイテ沖海戦で日

本の連合艦隊の主力は壊滅、悲報のみが伝えられ、暗いムードの中で、年末年始の休

みもなく工場では連日のフル操業であった。

昭和20（1945）年　

　歴史年表によれば、2月14日、近衛文麿は「敗戦の必至と共産革命の脅威」を単独

で上奏したとある。当時は誰も知らないことであったが、国民の直感ともいうべきも

のであろうか、現場の工長はポツリと「合金の質が落ちた、これではまともな部品は

できない」と歎き、言外に何ものかを語るようになっていた。3月に入ると、東京大

空襲をはじめとして、名古屋・大阪・神戸など相次いで空襲され、主要な軍需工業地

帯は壊滅に近い被害をうけた。

　いっぽうで東京大空襲が連続し、23区内は勿論、京浜工業地帯のほとんどが焼け野

原となってしまった。これに関連して、徹夜作業の番の時に川崎方面が空襲され、何

度目かの空襲で古河鋳造もやられてしまった。福島から来ていた梁川高女の挺身隊も、

寮をやられて命からがら帰郷した。焼け落ちた工場に行き、学友から被害を受けた状

況などを聞き、帰途は多摩川の土手に沿って歩いて帰宅した。土手には焼夷弾が何本

も突き刺さったままであった。工場から多摩川土手までの間、焼け落ちた民家と半分

焼け焦げた電柱、垂れ下がった電線という戦禍のあと生々しいものがあった。

　幸いにしてわが家は焼失を免れていたので、10キロ近い道のりの疲れも苦にならな

かった。とにかく屋根のある家で寝ることができたのだから、といい聞かせるととも

に、明日は分からないという不安もあった。

　それから数日間は、工場の同僚職員で戦災にあって火傷をした人の見舞いなどに明

け暮れた。横浜の病院で、顔じゅう白い包帯に巻かれ、うつろなまなざしで、かすか

に「ありがとう」といった声がまだ耳の底に残っている。彼女は数日後に亡くなった。

結局、3月中はまだ続いていた空襲におびえながら過ごした。

　4月に入ると、動員先が変更になった。変更先は軍需省であった。軍需省は昭和18

年11月に、商工省と企画院に陸海軍の一部を統合し、軍需工業全般を司るものとして

発足した。軍需省のなかでも、当時の戦局から航空機生産に重点をおくようになって

設けられたのが、「航空兵器総局」であった。

　我々が古河鋳造に行っている間に、大学のほとんどは「航空兵器総局」となり、す
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でに予科生は飛行機部品の輸送にあたる「輸送隊」に動員されていた。地理科・歴史

科の学生も、燃料・船舶等の部・課に配属され、京橋その他の出先機関に勤務するよ

うになった。

　私は「製炭突撃隊」の本部に配属され、出先機関（芝区御成門にあった）と本部を

往復していた。陸軍経理中尉が直属の上司であった。彼の机の上にはなにもなく、講

談倶楽部という雑誌が一冊置かれているのみである。回転椅子に腰かけ、軍刀に両手

を当てた姿勢であった。配属された挨拶にいくと、最初に「貴様らは兵長と同等であ

るから、一般の兵士には敬礼の必要はない」と言われた。

　なお、私に与えられた任務は次のようなものであった。各地から送られてくる家庭

に配給されるはずの木炭が汐留の貨物駅に到着次第、軍需省の輸送隊に連絡するとい

うものであった。つまり家庭用の木炭も、軍需物資として取り上げられたのである。

汐留駅構内にはいくつかのテントがあり、そこには捕虜になった豪州兵（オーストラ

リア兵）が寝泊りし、貨物の運搬にあたっていた。大きな大豆の入った袋を運びなが

ら、わずかにこぼれ落ちる生の大豆を口にほおばっていたのが思い出される。数人の

日本兵が監督していた。

　この任務遂行中にとんでもない事件が発生した。それは、私がいつものように手配

した木炭をめぐるものであった。出先の事務所（当時の芝区御成門）に電話がかかり、

「今日の木炭を取ったのは貴様か」、ついで「すぐ出頭せよ」「艦政本部の○○大尉

だ」と怒りを感じる声であった。艦政本部とは、海軍の軍艦に関する生産配置などを

統轄するものであったようだ。内幸町の一角にあった白亜のビルであったが、黒い縞

模様の迷彩が施されていた。このとき、年配の事務所の職員がつき添ってくれた。部

屋に入ると、「貴様か」といって海軍大尉がつかつかと近付いてきて、いきなり「貴

様は泥棒だ、学徒でありながら、なんということをしたのだ」、「あの木炭は、我々

が山に入ってへそまで黒くして焼いたもので、魚雷に使う特種なものだ」、「責任を

とれ」と続いた。

　私は「どのように責任を取ればよろしいのですか、私は上官の命令通りに行動しま

した」というと、「腹を切れ」と声を大きくした。1・2秒の沈黙が続いた。私の脳裏

にはいろいろな思いが駆けめぐった。

　すべてが理不尽であるが、今はあれこれいってもしたしかたがない、私がここで切

腹しても、いつか何が正しいかわかるのではないか。両親・家族の顔も浮かんだが、

戦死と思ってあきらめてほしいとも思った。ふと机を見ると、そこには海軍の軍刀（将
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校用の短剣）が置かれている。その向こうには、海軍将校や事務にあたる多くの女子

職員（女子挺身隊員である）がいる。皆声を殺して成り行きを見守っているようであ

った。

　私は「分かりました」とでもいったのか、今でも思い出せないが、とにかくつかつ

かと歩いて机上の軍刀を取ろうと思ったその瞬間、身体が宙を飛ぶように傾斜し、メ

ガネが飛び、両頬に激痛が走った。大尉の往復ビンタを食らったのである。つづいて

大尉は「貴様など相手にしても致し方ない、上官に報告せい」といいながら、つり上

がった眉が次第に平静になり、「帰れ」と吐き捨てるようにいった。

　室内の張りつめた空気がゆるむような中を帰途につき、早速本部の上司に成り行き

を報告した。上司（陸軍経理中尉）は「よくやった、ごぼう剣（海軍将校の短剣のこ

と）が何をほざくか」、「わしにまかせておけ、ご苦労だった、今日は帰って休め」

といって、別室からぶどう酒を一本くれた。その別室には新しい自転車など、当時と

しては夢のような物資がたくさんあった。ぶどう酒をもらいながらも、こんなものが

今時あるのか、うしろめたい気持ちがした。帰る道すがら、家庭用の炭は軍需物資に、

海軍と陸軍がこんなに仲が悪く、そのような狭間にいる我々学徒や一般国民は・・・・・

等疑問がうず巻いていた。一口でいえば、やるせない気持ちがふくらんでいくのを禁

じ得なかった。

　翌日、大学の構内で学生課の上野慧賢氏（のちに駒澤大学高等学校長）に会うと、

「昨日は切腹事件で大変だったね、ご苦労さん」とねぎらいの言葉をいただき、学内

でも結構評判になっていたのには少々戸惑いを覚えた。

　このような、生涯忘れられないことがあって間もなくの7月末には、私にも応召準

備の心得を書いた郵便物が届いた。来るべきものが来たと思った。隣家の若主人も応

召、地理科の中島義一君、国漢科の大場宗高君、千代田登君など身近の学友が前年か

ら相次いで出征した。私は汐留駅構内で相変わらず任務にしたがっていた。6月から8

月には頻繁に空襲があり、都内上空をほしいままに米軍機が飛来していた。日本近海

の航空母艦からというもっぱらのうわさであった。

　8月6日には広島に、9日には長崎に「新型爆弾」が投下された。この報道にはショ

ックを受けた。「新型」とはどのようなものか見当もつかなかった。とにかく大変な

ことになったとしか思えなかった。大変な被害らしいことだけが伝わってきた。あと

は本土決戦かと思い始めてもいた。空襲も連続し、警報が鳴るたびに庭に造った防空

壕に入り、警報解除を待った。ラジオから「敵機は富士山頂を東に旋回中なり」と聞
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こえると、間もなく腹に響くようなB29の爆音が聞こえてきた。爆音がさらに東に遠

ざかっていくと「警報解除」である。防空壕を出て家に戻るが、家の中は引越しの前

のように、身の回りのものをまとめた荷物が転がっているのみで、ふとんを延べるこ

ともできない疲労感で、靴だけ脱いで、着の身着のままで畳にころがった。夏のこと

なのでそのまま夜明けを待った。家の近所にも焼夷弾が落とされて、隣組のみでかけ

つけたが、どうしようもなかった。とにかくただ日を過ごし、明日は分からない状況

のなか、わずかな配給の大豆を煎って、熱いうちに数滴の醤油で味をつけたという朝

食を食べながら、父のいった「お互い明日の保障はないが、それまでは元気でいこう」

という一言が心に残っている。その後も、空襲は昼となく夜となくつづいた。8月14

日などはその最たるものであった。

　14日の夜から15日の朝にかけて、ラジオは「15日正午、重大発表（＝玉音放送）が

ある」ことを繰り返し伝えていた。家族も友人も、口には出さなかったが、いよいよ

「本土決戦か」と思いこんでいた。15日の空は静かであった。昨日までみられた米軍

機の姿はなく、真夏の晴天であった。不気味であった。我々は、連絡によって工業倶

楽部ビルの1室（厚い絨緞が敷きつめられた広間）に集まり、起立したまま玉音放送

の開始を待った。

　玉音とは、天皇の肉声であり、それを放送で聞くとは考えたこともなかったことで

あり、それだけに、ことの重大性が身にしみた。ラジオから正午の時報が告げられる

と、間もなく、独特の抑揚で玉音が流れてきた。「・・・・まことに止むを得ざるも

のあり・・・・」と、最初は意味がわからなかったが、とにかく残念だが、これ以上

戦い続けることは犠牲者を増やすばかりで、忍び得ないものがあり戦争を終結する、

という主旨は理解することができた。本土決戦ではなく、戦争を終結するということ

は分かった。

　16日、全員が本部に集められ、陸軍大尉の上官から諸注意があった。驚いたのは、

みな軍服ではなく、開襟シャツの平服であった。思いたくも考えたくもなかった、敗

北＝敗戦なのだと思い知らされた。

　上官は、「経験に徴していえば、まもなく上陸するであろう占領軍から守らなけれ

ばならないのは、女子挺身隊である。明日以降、安全な場所に送りたいので、身の回

りのものを持って・・・」と細部の指示を出し、我々には貯蔵されていた諸物資が分

け与えられた。私は缶詰がたくさん入った木箱と、米1袋をもらい、自宅から自転車

で取りにいった。うわさでは、軍服・食料品などが分けられ、さらに軍需省の役職の
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職員には都内の数か所に分散していた倉庫から米（外米）などが大量に運ばれた。い

ずれも100キロの麻袋入りの備蓄食料で、本来は配給物資と思われるものであった。

この運搬には、輸送隊のトラックが使われ、運搬作業にあたったのは我ら動員学徒で

あった。

　このような一連の行為は、終戦処理ともいわれていた。この醜態を目にした学友は、

日本刀（出征に備えて用意していた）を抜いて、役職職員の机におもむき、「なんだ

このざまは、貴様らの犠牲になったのは我々若者ではないか」と迫った。職員は、顔

面蒼白となって、平謝りである。あいついで2・3の部屋を回ったという。現場に居合

わせなかったが、この様子を聞いた学友たちは、若者のやるせない憤懣には全く同感

であった。これに似たことは、各地で種々さまざまなものがあったと聞いている。

　9月半ば頃には大学構内も平静となったが、建物は迷彩が施されたままであった。

授業もまともに行われず、食糧の危機のため、冬休みは繰り上げられ12月から翌21年

1月におよんだ。

昭和21（1946）年

　私は、2月頃から外地から引揚げてきた人びとに関するアルバイトをしていた。こ

れは国漢科の千代田君の紹介によるものであった。その仕事場は、皮肉にも終戦の玉

音放送を聞いた工業倶楽部であった。いっぽう、学友諸君の強い希望があって、おこ

がましくも学科代表の形で立花俊道学長に対して、「授業の復活」などの要望をした。

学長は快く我々と会って、努力する旨を解答された。とにかく地・歴はほとんどが他

に本務を持つ先生方であり、急には復帰できない事情があったのである。

　とにかく4月半ば頃には授業が再開された。しかしノートなども配給であり、依然

として食糧不足は続いていた。それでも専門科目の講義は興味深いものであった。よ

うやく、学生らしい気分とはこんなものかと感慨にふけったものである。教室には暖

房もなく、先生も学生も外套（オーバーコート）を着たままでの授業である。

　学内の様子もいろいろと変化していた。そのひとつは、復員してきた先輩学友など

が目立ってきた。その服装から将校であったか、下士官以下であったか、さらに陸・

海軍であったかは歴然たるものがあった。しかしいずれも階級章（肩章ともいう）を

はずしているのであるが、その生地の良さ、本物の靴などからみても、銃後（一般国

民）にいた我々とはずいぶん差がついていたものだと思った。

　学友のなかには進駐軍のもたらした影響で、教室のなかで盛んにダンスのステップ
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などに興じる風景や、「長髪を認めて欲しい」という要求を掲げた学生大会なども開

かれた。僧籍にある学生もそのほとんどが長髪にしていた。

　入学時は地・歴であったが、軍事教練などで学科の時間が減らされていたことから

地理科・歴史科ということが通達された。このため、ほとんどの授業が地理科・歴史

科に分かれて行われていたが、一面では専門性が強まり歴史科学生という自覚とお互

いの研鑚も進められた。先生方も復帰され、授業も空腹と寒さに耐えながらも順調に

進められた。国史概説の川副博、東洋史概説の岩井大慧、歴史教育法の山崎宏、日本

考古学の木代修一、西洋史概説の佐藤堅司・竹内直良の諸先生と、地理関係の地誌の

講義も受講した。それぞれ独特な講義で、当時4・50代であった先生方が、いかなる

思いを我々に託されていたか、自分自身高齢者の身になって、ふと、このようなこと

を考えてしまう。とにかくどの先生も情熱的な講義で、諸先学を紹介されたり、必読

書を紹介されたりで、学問の雰囲気を充分に感じさせるものがあった。その影響で、

神田の古本屋に通うことも多くなった。

　神田の古書店街は戦災を免れていた。昼時の神田では、行列して雑炊などの食事に

ありつくこともできた。戦時中の疎開などで売却したと思われる専門書や名著が書店

に並んでいた。黒板勝美・川上多助・津田左右吉・坪井九馬三・白鳥庫吉・山中健二

など諸先学の著書を手にし始めた。学友のなかでは、当時30歳であったと思われる復

員学生の竹内さんが、少なからず影響を与えてくれたことが思い出される。彼は、戦

時中の空白と新しい生きる道を求めて復学したのである。その秘めた情熱が感じられ

た。神田の古書店通いなども、竹内さんの影響があった。

　暮れ近くになって、山岸君らが川副博先生に頼み込んで奈良・京都の研修旅行が実

現した。食糧や外食券を持っての旅で、大学から京都鷹峰の禅寺を紹介していただき、

ここを基地にして京都・奈良の見学に日を重ねた。この時の見学で忘れられないのは、

法隆寺金堂の壁画模写の作業を、目の当たりに見ることができたことである。昭和24

（1949）年、この壁画が金堂からの出火により、大きな被害を受けたとの報道にはシ

ョックをうけた。すでに教壇に立っていた私は、当時の思い出を切々と生徒に語った。

昭和22（1947）年

　1月末には卒業試験があり、あとは卒業のみということになった。しかし3年間在学

とはいえ、正味1年半くらいの学習期間しかなく、これで教壇に立てるのか半信半疑

であった。とくに就職活動するわけでもなく、ただ地歴の諸先輩を歴訪して多くの示
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唆をうける機会には恵まれた。櫻井正信・池田正友・赤峰倫介氏等々で、どの先輩も

地歴科の学問的伝統について、熱気を帯びた口調で語って下さった。

　3月半ばには卒業式が行われ、皆ようやくたどりついたこの日を迎えて、ほっとし

た面持ちで参加した。静けさの戻った学内の講堂で、卒業証書を手にすることができ

た。式後も、ひなたで友人同士が語らいながら、各自の無事を願う風景が思い出され

る。女子学生も数人だけで、今のように両親などの姿はなく、通りすぎてきた道に一

区切りついたという表情であった。

　式後もコンパなどはなく、2・3人の友人と「分散会」なるものを下宿（三軒茶屋の

裏町にあった）によばれ、故郷から送られた食べ物と、わずかな酒で語り過ごしたも

のであった。幸いにも、4月の末頃には、なんとか教職についたとの知らせが、友人

たちから届いた。

（昭和22〈1947〉年3月　駒澤大学専門部高等師範科歴史科卒業）

　　2　戦中・戦後の学生の時代

井　高　帰　山

　

　昭和19（1944）年の学生時代を振り返って見ると、戦時下であったため「戦争」の

二文字が学生生活に24時間ついてきた。また、生きていることの第一義はいつも戦う

事にあった。学問の府である大学も日々の学問から遠く離れていたようだった。その

ころのことを、日記を交えて思い出してみたい。

世田谷中学時代　（昭和16〈1941〉年－昭和19〈1944〉年）

　駒澤大学に入学する前の2年間、私は世田谷区三宿の世田谷中学(現在の世田谷学園)

に通っていた。電通のグラウンドをへた駒大裏の自宅から、上馬－中里の裏道を通り

三軒茶屋から電車道を徒歩で通学した。

　昭和16年12月8日、真珠湾攻撃のニュースと「天佑を保有し」に始まる昭和天皇の
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詔勅、さらに大東亜戦争（第二次世界大戦）が始まった。真珠湾攻撃では一応戦勝し

たものの、資源のない国内の状態は国民に「欲しがりません勝つまでは」と云う標語

が広まり、日記帳にまで刷り込まれていた。当然、我慢を強いられた。この状況は、

日を追ようにエスカレートし、私は痩せてひょろひょろの小さな青年に成長していっ

た。

　昭和17年2月18日には、シンガポールが陥落した。翌19日に町内の鉄銅が軍事物資

を目的に回収され、次第に銅鉄金属が姿を消していった。3月5日午前8時、東京都で

はじめて「警戒警報」が発令された。この後、「興亜奉公」の掛け声がはやり、日記

帳には「国が第一、私は第二」とか、「功利主義より公利主義」が刷り込まれるよう

になった。4月、私は中学3年生になったが、4月18日には東京都で初めての「空襲警

報」が発令された。さらに、登校時には「巻き脚絆」(ゲートルのこと)となり、野外

での礼は「挙手の礼」に変わった。校門を通るとき、立ち止まって講堂(釈尊が安置)

に向かって、脱帽もしないで、不動の姿勢で挙手の礼をしたのを覚えている。また、

集団での校門の出入りは「歩調取れ」であった。5月7日には、世界の情勢を知りたい

と思い、神田の三省堂に行き『最新世界地図』を購入した。

　中学4年生になった昭和18年5月12日にも「警戒警報」が発令された。戦時下であっ

たが、8月19日には家族で上野へ出かけ、私は図書館へ、父は美術館へ、弟2人は上野

科学博物館へと分かれて行った。9月には、富士山麓の滝が原錬兵場に演習行軍し、

11月12日の世田谷中学で行われた運動会では軍が志願兵を募るなど、学校の行事も戦

時色の濃いものとなっていった。この後で軍に志望した学友もいた。

　昭和19年2月12日、私は特別乙種幹部候補生試験を受験した。試験会場は、軍人会

館(現在の九段黒田会館)であった。身体検査の終わった時軍医が講評するのに、向こ

うにいる体重測定中のおじさんの様な体の頑強な中学生を指さし、「あのようになっ

てから又来い」と物優しくいった。私は普段から家に風呂があるので、大衆浴場に行

くこともなく、他の中学生の裸をみる事がなかった。それだけに、自分の体の小ささ

に急に劣等感を感じた。翌13日、試験の結果が発表されたが、当然不合格であった。

3月19日には神田に行き、人文地理学の書籍を14円30銭で購入した。

　3月26日は、駒澤大学専門部高等師範科地理歴史科の受験日であった。当日の7時半

に家を出て、この試験場に向かった。この当時、歴史地理科には父のふるさと淡路島

に縁のある綿貫勇彦・浜田真名二両先生がいた。受験に先立ち、この話を父から聞き、

父自身も私を駒大の地歴に進学させることを決めていた。

14



　大学の門を入ると、向かって右側に古い木造校舎があった。その2階の広い教室で

筆記試験を受験した。このとき、世田谷中学の先輩である5年生や中学の学友の姿も

見えた。

　29日、歴史地理科の試験の結果が発表され、はれて合格となった。私は憧れの角帽

を11円63銭で購入した。また、学校の月謝は250円であった。

駒大生への入学と戦争　（昭和19〈1944〉年－昭和22〈1947〉年）

　昭和19年4月5日、駒澤大学で入学式が行われた。世田谷中学の学友としては地理歴

史科には石田泰雄君、大貫節郎君、雨宮竜夫君、三好竜士君、植岡昭造君、柴田全保

君がいた。このほか、国語漢文科には小林公人君、高嶋滉君、大場宗高君、町田時保

君、中島馨山君がいた。世田谷中学グループのほか、他校から入学して来た友人の中

島義一氏と知り合う。

　5月29日、入学後初めて中島君と神田の古本屋街にいき、古今書院で『地理学評論』

を120円で購入した。1学期は、軍事教練に明け暮れる日々であったが、学生らしく新

しい学問に燃えていた。地理学の北田宏蔵・多田文男・内田先生の専門科目はいかに

重要であるか、その全てを理解することはできなかったが、学問を学ぶことの楽しさ

は教えてもらったように思う。

　この他、必須科目として坐禅があった。世田谷中学時代、私は曹洞宗宗内生であっ

たため、後藤大用・光地英学等の仏教学の先生に読経習い、坐禅も結跏趺坐（けっか

ふざ）が組めた経験があった。他の学校から進学してきた学友には少々辛い授業であ

ったと思う。

　この地理学の専門科目や坐禅に比べ、軍事教練の授業は大変つまらないものであっ

た。軍事教練や坐禅をよくさぼり、中島君と図書館（現在の禅文化歴史博物館）に行

き、地理学の勉強に励んだものである（図書館長は小川達道先生、司書は山上明子氏）。

　半年ほど経つと、学友のなかにはすでに地理学者の域に達していると感じられるも

のもいた。その1人が、中島君である。私の学生時代の思い出で、幸せだったと思え

るひとつが中島君と巡り合ったことである。中島君は旧制中学5年を卒業して大学に

来たが、私は4年を終えただけで歴史地理科に入学した。このため、私はとても中島

君には太刀打ちはできなかった。よく時の経つのを忘れ、中島君の話に聞き入った。

しかし、父から聞いていた綿貫・浜田両先生はすでに歴史地理科にはいなかった。

　7月11日、学友の重森孝二郎君に招かれて広島に行き、大いに歓待を受けた（旅費
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54円50銭）。このとき、東京では食糧事情が悪く、食糧が充分にある田舎がうらやま

しく思えた。17日、別れを惜しみ広島からの帰途についた（翌18日帰京）。

　帰京後、7月26日には鉄回収が本格的に実施された(学校・町会が主体となり実施さ

れた)。現在の駒沢キャンパス裏には、電通のグラウンドがある。この当時、三共製

薬の運動場であった。運動場ができる以前は、宮家の別荘だった。別荘があったとき、

花畑もあり、オランダより輸入した風車が風情のある畑の中央に建てられていた（陸

地測量部の地図に風車のマークがある）。この風車も、この時期に軍事目的の鉄資源

のため取り壊され、回収されてしまった。

　同じく、食糧不足も一段と深刻になり、我が家では群馬県への買出しが多くなった。

大学では、長野県篠ノ井に勤労奉仕に出かけた。また、駒沢ゴルフ場は食糧増産を目

的で、近隣の住民に貸し出され、登録した住民には菜園を作ることが許可された。駒

沢ゴルフ場につづいた水田があったが、草ぼうぼうの荒地となり私の家の裏まで続い

ていた。私はこの夏、水田の泥を掘りあげて30坪ほどの畑を作り、麦、鞘豆、インゲ

ン、菜類、根菜などの野菜を栽培した。　

　2学期がはじまると、9月20日には現在の川崎市矢向にあった古河鋳造秋田工場に学

徒動員された（報償月20円、12月は30円）。この年、11月29日以降、Ｂ29による東京

都下の空襲が激しさを増した。

　翌20年3月6日午前、焼夷弾が家の裏の畑へ投下された。これ以前に、軍需省が駒沢

ゴルフ場跡地に作られた芋畑の端の崖に灯油のドラム缶を埋めていた。それに焼夷弾

の火が引火して爆発した。その爆発は、時間とともに激しさを増し、相当長時間にわ

たり膨らんでは爆発して燃え上がり、膨らんでは爆発を繰り返していた。しかし、私

の家から近距離での出来事ではあったが、私の家は何事もなかった。

　3月中旬学徒動員で行っていた古河鋳造工場も、夜間のＢ29の爆撃で全焼した。こ

のとき、川崎全体が一夜にして焼失した。夜勤者のなかには、逃げ切れない者も多数

いた。「火のなかをくぐり抜け、自坊まで命からがら逃げ帰った」と、学友の高橋宏

哉君（昨年故人）は手記に書いている。

　古河鋳造工場が焼失し、私は軍需省の船舶部の勤務となった。そこには、学友の中

島義一君、重森孝二郎君、岡本正巳君の姿はなかった。彼らが入隊していたことが後

で分かった。船舶部には、国語漢文科の高嶋滉君、柳田幸一君、吉野泰一君がいた。

　勤務先は、最初、新橋駅近くの大阪商船ビルであったが、のちに東京駅八重洲口近

くの国際汽船ビルに移った。仕事の内容は、軍需省の倉庫番であり、他の業務に比べ
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れば軽度の仕事であったと思う。

　8月15日、その日は一点の曇りなく晴れ上がった暑い日であった。渋谷駅の電柱に

は、「宮城前に集まれ」と墨書きの張り紙があった。この日、天皇の玉音放送によっ

て戦争は終わった。翌16日、何がしかの衣料・食料油・雑貨・履物等を現物支給され、

軍需省の仕事から解放された。電灯は自由に点けられ、学校での教練もなくなり、こ

れからは真剣に勉学に励めることになった。しかし、食糧不足は深刻で、食糧を得る

ための戦争が日常的に続いた。こうしたなか、2学期が始まった。

「駒澤地歴」の先輩と恩師

　私が入学した駒澤大学専門部高等師範科歴史地理科は、独特の学風をもっていた。

私は、地理科に進んだが、先輩方から「ただの地理ではない。ただの歴史でもない。

いわゆる、一般の歴史地理でもない。動的地理学変動的な物の見方を学べる」などと

いわれた。私にとっては新鮮なことばであり、黙って聞いてかみしめているうちに、

ようやく納得できた。このように、青年期の独特の興奮を覚えた。

　先輩の赤嶺倫介氏（故人）は赤ら顔で、いろいろと学問的なことを説いてくれた。

また、先輩の市田・井関弘太郎氏（故人）は静かに語りかける人たちであった。三軒

茶屋の老舗鳥正の店先では、忙しく鶏肉販売に従事しながら、後輩たちにいろいろと

指導助言してくれた櫻井正信氏（駒澤大学名誉教授）がいた。このように、先輩方は

私たち下級生に的確な思いやりのある言葉を投げかけてくれたのが、昨日のように思

い出される。

　岩田先生は、道路が時代によってシュワンクング（移動）するのだ、と白河の関周

辺の話をして、よく熱弁を振るわれた。昭和20年10月28日には、岩田先生の指導で、

埼玉県浦和市にフィールドワークに出かけた。このときは、戦争から解放された直後

ということもあって、自由に学問ができる時代の到来に感激した。

終戦直後の学生生活

　昭和20（1945）年11月初旬、日本の国内では「引揚者」「買出し」「葱」「藷」「闇

市」「畑」「豌豆豆つくりは一時間くらい」「サトイモのズイキ干し」などの言葉が

連日のように聞かれた。文房具も不足し、11月6日には闇市で原稿用紙を20部30円で

購入した。28日には、岩田先生の自宅に中島君と早稲田大学の教員でもあった先生の

教え子の方とともに招かれ､新潟の珍しいご馳走に与かったことは大変ありがたかった。
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また、勉強の方も、学友の重森氏の下宿に行き、ノートを整理するなど戦時中にはで

きなかったことが、ようやくできるようになった。

　12月頃には、米の配給も滞るようになり、翌21年1月の冬休みには群馬の姉の家に

転がり込んだ。この滞在中、1月21日まで群馬県（北）群馬郡金井村・伊香保町から

箕輪村(現在の箕郷町)白川、そして総社町まで自転車で走り回り、フィールドワーク

を行った。寺院の本末関係と檀信徒の分散状態・戸数の把握のために苦労を重ねた。

　私の地理学研究の初めての基礎となるフィールドワークを行えたことは、人生の上

でも貴重な体験となった。この後、帰京したが、3月20日にはふたたび入江先生や資

源科学研究所の大谷氏とともに、群馬県でのフィールドワークを行った。

　このころ、多田文男先生から文部省資源科学研究所に行くことを薦められた。中島

君からも誘われた。　昭和21年4月、私は晴れて3年に進級した。5月16日には、山上

曹源先生から立派な僧侶の絡子（ラクス）を頂いた。5月26日には駒澤大学の旧講堂

で音楽会があり、弟二人と聴きに行った。７月１日には、卒業論文のためと称して群

馬県にフィールドワークに行った。群馬の農業会が快くガリ版に手を貸してくれて、

調査票の作成に大いに役立った。翌22年１月になると、多田先生から農務省への就職

を強く勧められた。私は、父を何とか説得し、農務省への就職を許してもらった。父

としては、私がそのような道に進むとは思わなかったようである。

　3月4日には、父が私の親友である重森・岡本両君招き、卒業祝いの会食会を開いて

くれた。同月8日、無事卒業式を迎えた。当日は割合に厳粛な感じであった。総代に

大貫節郎氏が呼び出された。われわれの卒業証書は、「以下同文」であった。卒業式

の後、学長の山上先生にご挨拶をして帰宅した。実に、私の学生時代は戦争と終戦と

いう波乱万丈の時代であり、無事卒業できたことへの感激は大きかった。

　4月2日、農林省から「ミツキ三一ヒツケ、サイヨウハツレイ、シキュウシュットウ

セラレタシ、カイタクキョク（3月31日付、採用発令、至急出頭せられたし、開拓局）」

との電報が届いた。4月7日、学生生活を終え、農林省へ初出勤した。　

（昭和22〈1947〉年3月　駒澤大学専門部高等師範科地理科卒業）
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　　３　駒大生時代の思い出

中　島　義　一

地歴科への入学

　私は麻布中学を卒業後、昭和19（1944）年、駒澤大学専門部高等師範科地歴科に入

学した。入学直後、大学の職員から地理科と歴史科に分離することが告げられ、地理

科に進むことにした。このとき入学した同級生は、地理・歴史科ともに20人程度であ

ったかと思われる。

授業と同級生

　授業はすべて必修科目であった。そのなかには、駒澤大学の特色ともいえる禅など

の宗教関係の科目や坐禅などがあった。とくに、宗教関係の講義で教わった知識は、

卒業後、教職についたとき大変役にたった。

　私が入学する以前、地理科では綿貫勇彦先生、歴史科では圭室諦成先生が学生から

大変慕われていたとのことである。

　同級生には、寺院の出身者が何人かいた。卒業後、教職に就いたものが多かったが、

住職になるまでの間、教員として務めた者もおり、校長などの管理職になったものは

少なかった。このほか、地理科では陶芸家の井高帰山君、歴史科では法政大学教授を

つとめた芥川龍男君、駒澤大学学長をつとめた阿部肇一君がいた。

　戦前に大学で地理を専攻できたのは、東京帝国大学（現在の東京大学）・京都帝国

大学（現在の京都大学）・東京文理科大学（現在の筑波大学）と、専門部では駒澤大

学のほか、立正大学・日本大学・法政大学・明治大学などの関東の大学と、京都の立

命館大学などであった。さらに、専門部では駒澤以外の大学はすべて夜間部であった。

したがって、駒澤以外の専門部の大学には、小学校の教員が多く通学する学校であっ

た。これに対し、駒澤は昼間部であったため、師範学校卒業生ではなく、中学校を卒

業した学生で、なかには寺院出身の学生もいた。

　駒大が、発足から曹洞宗の僧侶養成機関であったことや、昼間部の開設であったた

め、各地の教育界で管理職となるものは少なかった。

戦争と大学

　私が在学した年代は、太平洋戦争中であったため、軍需工場への動員や軍事教練な
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どに明け暮れる日々であったことが思い出される。

　地歴科卒業生（第14回生）が学徒出陣で応召された後に、川崎市の古川鋳造会社に

学徒動員で勤務した。このほか、私は体調がすぐれなかったため、勤労奉仕や軍事教

練を休むことがあり、大学に配属された陸軍将校にはにらまれた。

　勤労奉仕を休むと、大学で山上曹源学長の監督のもと自習を行った。このとき、山

上学長から旧講堂にあった釈尊一生涯のレリーフ（現禅文化歴史博物館蔵）の説明を

うけたことを覚えている。

　また、軍事教練で使用した小銃などは、現在の禅文化歴史博物館の地下1階収蔵庫

あたりに収納されていた。

　終戦後は、徐々に学内も落ち着きを取り戻し、先生方の授業が再開され、昭和22年

3月に卒業した。

（昭和22〈1947〉年3月　駒澤大学専門部高等師範科地理科卒業）

　　４　回顧50年

森　　哲　成

　私は、駒澤大学文学部地理歴史学科に昭和29(1954)年に入学し、昭和33(1958)年に

卒業しており、本年で50回の春秋が去ったことになる。

　入学時、仲間の歴史専攻は23人(女子2人）、地理専攻31人であった。文学部は全体

で120人､それぞれ国文・中国文・英米文・哲学・社会・地理歴史の各学科が設置され

ていた。この他に学部は、仏教学部123人、商経学部(現在の経済学部)149人と、大学

全体でも1学年は441人の家庭的なキャンパスであった。駒沢の本部校舎のほかに、渋

谷駅西側に夜間開講の渋谷校舎があった。

　入学した年の世相は、第五福竜丸の水爆放射能被災事件や、全国に35の新しい市が

誕生した市制ブームの年であった。4月入学の初上京は､愛知県の豊橋駅から東海道本

線の普通蒸気機関車で煙を被って7時間の旅であった。それが、卒業の昭和33年には、
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東京－神戸間全線電化となり､｢特急こだま｣が東京－大阪間を6時間50分で結び、テレ

ビ用東京タワーが建つという大変革になんともあわてたものであった。また、渋谷駅

のハチ公前から出る、グリーン色の玉電乗車に整然と列を作って待つ人びとを見て、

「これが日本の首都か」と感動したものであった。

　渋谷駅前には、フランス製ルノ－の小型タクシーがあふれ、駒沢の夕暮れはふんど

し一つの相撲部員や、ジャンプで負傷し包帯だらけのスキー部員たちが、銭湯へ向か

って我がもの顔で散策するのが日課だった。

　木造2階建ての竹友寮の生活も、味わい深いものだった。2年生の室長に3人の1年生、

計4人部屋で､木製のリンゴ箱に張り紙をした本箱を枕元の机上に置いての生活。室長

の権限は絶対で、そこには僧堂での教育思想が流れており、毎朝の暁天坐禅、清掃、

朝課、応援団訓練、朝食時偈を唱えての一斉飯台などが懐かしい。

　寮長は酒井得元、寮監は鈴木格禅、松本雍親の厳しい各先生方であった。先輩には、

佐々木宏幹氏、無着成恭氏がいた。

　歴史専攻の教授陣は、日本史の丸山二郎、古文書や仏教史の玉村竹二、近世史の小

西四郎、東洋史の岩井大慧、日宋史の森克巳、西洋史の佐藤堅司、仏教美術の逸見梅

栄の各先生方であった。

　春秋2回実施された研修旅行には5割近い学生、教授陣の参加で、ますます歴史専攻

の魅力を実感したものだった。鎌倉の円覚寺・建長寺の虫干し、足利学校・群馬の長

楽寺、川越の喜多院、東京大学史料編纂所、東洋文庫、鎌倉五山、東京文学散歩など

思い出は尽きない。

（昭和33〈1958〉年3月　駒澤大学文学部地理歴史学科卒業）
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　　第2章　『駒澤大学新聞』にみる地歴のあゆみ

　本章では、本学図書館で所蔵する『駒澤大学新聞』に掲載された専門部時代の歴史

地理科に関する主だった記事を紹介いたします。

22

 

No.1　昭和11(1936)年6月20日発行　第35号

No.2　昭和11(1936)年10月14日発行　第36号



23

 

No.3　昭和11(1936)年10月14日発行　第36号



24

 

No.5　昭和14(1939)年6月30日発行　第49号

No.4　昭和13(1938)年6月22日発行　第44号



 

平成16(2004)年6月30日　発行

　　編集・発行　駒澤大学禅文化歴史博物館大学史資料室

　　　〒154-8525　東京都世田谷区駒沢1-23-1

　　　　　　電話　03（3418）9641【FAX共】


	00　表紙 [更新済み]
	01　本扉 [更新済み]
	02　目次 [更新済み]
	03　あいさつ [更新済み]
	04　芥川 [更新済み]
	05　芥川 [更新済み]
	06　芥川 [更新済み]
	07　芥川 [更新済み]
	08　芥川 [更新済み]
	09　芥川 [更新済み]
	10　芥川 [更新済み]
	11　芥川 [更新済み]
	12　芥川 [更新済み]
	13　芥川・井高 [更新済み]
	14　井高 [更新済み]
	15　井高 [更新済み]
	16　井高 [更新済み]
	17　井高 [更新済み]
	18　井高 [更新済み]
	19　中島 [更新済み]
	20　中島・森 [更新済み]
	21　森 [更新済み]
	22　新聞記事 [更新済み]
	23　新聞記事 [更新済み]
	24　新聞記事 [更新済み]
	25　裏表紙　奥付 [更新済み]

