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A Reproduction of Torao Tago’s Diary 

of January-March 1942, with Bibliographical Notes

This paper is comprised of the reproduction of a 

three-month period of Torao Tago’s diary, which in total 

covers the six years from 1940 to 1945, and bibliographical 

notes on the text. Tago became famous after his play won 

second prize in a creative writing contest sponsored by the 

magazine “KAIZO” in 1931. The period of the diary covered 

in this paper is from January to March 1942. His diary 

shows that the war had little effect on the lives of the 

citizens of Tokyo.
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1

本資料は、戯曲作家·小説家の田郷虎雄(1901~1950)の遺した1940(昭和15)年

から1945(昭和20)年までの6年分の日記(以下、｢田郷虎雄日記｣と称す)の翻刻で

ある。�跨境�第10号掲載の1941(昭和16)年7月~12月分に引き続き、1942年の1~3

月分を公開する。解題については、1940(昭和15)年1月~6月分が掲載されている

�跨境�第7号をご参照いただきたい(Web上でも公開)。

2

本資料は今回、｢田郷虎雄日記｣全体のうち、1942(昭和17)年の1月1日から3月

31日までの半年分を翻刻したものになる。なお、本校筆者の都合により、すで

に1945(昭和20)年1~8月分を、�雲雀野 豊橋技術科学大学人文科学系紀要�第43号

(2021年3月)に発表している(Web上でも公開)。またこれまで半年分ずつ公開し

ていたが、今回については1~3月の3ヶ月分となった。残る分も、順次公開を続

けていく予定である。

1942年第一四半期は、前年1941年末に始まった対米英戦争への緊張感をはら

んでいる、様子が若干感じ取れるものの、対米英戦争初期は日本側が優勢だった

せいか、東京の日常生活はそれまでと同じように平穏に維持されている様子が伺

える。田郷の心配事は抱えている原稿を書き上げることであり、戦争への不安は

この時期はほぼ全く書かれていない。3月3日の｢はじめて行列をつくって甘栗を

買った｣という記述や、3月5日に銀座に出かけた帰りの｢外は徹底した灯管だ。歩

行に困難する｣といった記述に、少しずる物資の統制や空襲への備えが見て取れ

るが、田郷の記述からは、この時期はまだそれを｢面倒だ｣と考えている気配が

ある。それは同じく3月5日に｢つひに空襲警報発令される。演習ではない。ホン

モノの空襲警報である！｣と書いていながら、その後銀座に散歩に出かけている

ことからも想像できる。戦時下といっても、この時期はまだ他人事のような空

気が東京にはあり、田郷の心配事は少年·少女小説の執筆ばかりだったのであ

る。このような状況が、日記が先に進むにつれて変わっていく。このようなリ

アルな感覚を追体験できるという意味においても、｢田郷虎雄日記｣は非常に重要

な資料であるといえよう。

翻刻は、以下のような凡例に従って行った。

凡例

1 原則として、漢字の旧字·俗字·異体字は通行のものに改め、旧仮名遣
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いは原文のままとした。但し、本文中、旧仮名遣いで表現すべき箇所

が現代仮名遣いになっている箇所も多く、それらはそのままとし

た。

例1 ｢っ｣は大文字の場合と小文字の場合が混在している。

例2 ｢~ようだ｣は旧仮名遣いでは｢~やうだ｣となるが、本文で多くは｢~よ

うだ｣と表記されている。

また、人名については、旧字を用いている場合はそのままとした。

2 誤記·誤字·脱字が明白な箇所はその箇所の直後に(   )を付してその

括弧内に正確な表記を記入した。

3 句読点及び改行については、判別が難しい場合、翻刻者が適宜判断し

た。また、文末で句点がない箇所については、翻刻者の判断で適宜句

点を追加した。

4 原文は縦書きであるが、本資料は横書きで表記するため、｢くりかえ

し｣を示す各種記号の中で、横書きに適さないものは翻刻者の判断でひ

らがな·カタカナに書き換えた。

5 人名、地名の羅列が行われている箇所では、適宜読点等を補った。

6 日記本文では、書籍名·雑誌名にカギ括弧がつかなかったり、省略表

記をしていたり(例：｢小学生の科学｣→｢小科｣)、漢字をカタカナに開

いて表記したりしているが(例(｢少女倶楽部｣→｢少女クラブ｣)、基本的

に原文のままにした。

7 日付の前に｢○｣や｢◯×｣がついている日付がある。現状、意味は不明だ

が、原文のまま記載している。

8 本文中、判別が出来なかった文字は｢○｣で置き換えた。また、誤字等

を塗りつぶした跡と思われる箇所は｢●｣で置き換えた。

9 各月冒頭｢諸事要録｣欄に、月内に書いた原稿の数量と受け取った原稿

料が記載されている。この欄については、その文学史上の資料的価値

から、原文の形式より見やすさを優先することにして、各月の体裁を

統一し、作品タイトルや掲載紙誌名、出版社等の記述を分かる範囲で

正確なものに整えた。また、原文では漢数字が用いられているが、こ

の項目についてはアラビア数字に置き換えた。

1月諸事要録

仕事

�令女界�散文選評 3枚

随筆｢金山鎮の日本婦人｣�明朗大陸� 7枚

講座｢大戦下の素人劇｣�農村文化� 6枚

長編小説｢愛｣翼賛出版協会 5枚(262枚中)

収入

｢長春健児団｣�少国民日本� 52.50円
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｢素人演劇講座｣�農村文化� 15円

1月1日(木) 快晴

一時半に目ざめる。そのまゝ起床。自分で茶の間の火鉢に炭を沢山つぎ、日

記の整理をしたり｢吉田松陰の母｣を読んだりして、みんなを起すべき時間を待

つ。三時、登美子も起き、さっそく支度にかゝる。三時半には洋子、京子も起き

て、年賀の膳につく。沢山のお年玉をもらって洋子京子大喜び。父への贈物とし

てはジース、スイトール、切手しめし。今年はおとそ抜きで、お酒をつける。

程よく酔って、一時間ばかり眠り、七時、洋子京子をつれて明治神宮参拝。…登

美子は体の都合で遠慮する。今年は警戒管制のため夜間の参拝ができなかったの

で相当こむものと覚悟してゐたが、時間がおそかったせゐで思った程には混雑

しなかった。社前に東亜新秩序建設の成就を祈り、帰途につく。洋子京子はその

まゝ学校に行く。私も一旦家に帰ってから旗台国民学校の拝賀式と講演会の名刺

交換会に出席する。現在は役員でない筈と自分では思ってゐるが、招待が来たの

で出かけたわけ。

名刺交換会で一席弁ずる。

――以下補遺欄につゞく

○元旦の記(昭和十七年)

十二時半には兄一家来り、少し遅れて阿部氏一家、さらに遅れて安藤誓君、以

上に家のみんなを加へて祝宴を張る。今年はどこも物資不足で咲けと料理も困っ

てゐるので家の献立は豪華版だと、みんな大よろこび。家にしても今年は例年

の長崎かまぼこもなければ刺身やナマコもありはしないのだが…。兄も阿部君

も私も酔って、しばらく眠る。兄一家は来客があるからとて夕方帰る。阿部君一

家は八時頃。誓君だけが泊ることになり、二人で又、少しく飲んで、子供等とダ

イヤモンドゲームや五目並べなどして寝につく。

昨十二月八日対米英宣戦の御詔勅下り、皇軍の緒戦における史上空前の戦果を

見て以来、国民の意気とみに旺になり、国民全体が希望に燃えて来た。全く、大

東亜戦は東亜民族の解放といふ人類の最も崇高なる理想にもとづく正義の戦であ

る。私は切実にさう考へるのである。そして、亜細亜の黎明を感じて限りない

幸福を感ずる。だが、私個人の仕事は、この偉大なる世紀の足跡に調子を合はす

べく余りに貧弱だ。今年の年末の、この日記に、今年こそ自分でも多少は満足の

出来る回顧を記して、次の新しい日記にペンを移したいものである。切実に神

●仏の加護をを祈らざるを得ぬ。けれども、私自身が努力しない限り、神も仏

も助ければ下さるまい。努力、努力、努力！

紀元二千六百二年の元旦、自分自身に告げる言葉は、唯この一語に尽きる。頑

張らなくてはならぬ。頑張らなくてはならぬ。
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1月2日(金) 晴、稍々風あり

六時起床。洋子、京子を伴ひ、誓さんも同道して旗ヶ岡八幡宮に参拝する。

風は冷たいが今日もよい天気だ。かえって、おとそ代りにお酒一本を誓さんと

二人で飲み、おざうにを祝ひ、朝食を終る。十時、銭湯に行く。誓君は後刻兄の

家で落合ふことを約して一旦帰る。銭湯では今日から京子も大人並に七銭を払

ふ。

今日から仕事を始める予定であったが、約束の時間が来たので、モーニング

に着更へて一家で兄の家に出かける。途中阿部君のところに寄って誘ってゆく。

誓さんはすでに来てゐる。博さんも加へて祝宴に入る…物資不足の年として

は中々の御馳走である。例のとほりコタツでひとねむりして、七時前に辞す。

三崎書房から｢南方の詩｣の校正送り来る。(速達)早速それに校正にかゝり、九

時半頃からいっぱい飲みかけて、十時すぎ寝につく。

                         

午後二時頃ちょっと曇り出し、ホンのちょっぴり雪が結った。

(欄外に｢｢南方の詩｣校正送り来る。｣と書き込みあり)

1月3日(土) 快晴、(欄外に｢マニラ完全占領｣と書き込みあり)

未明四時に起きる。自分で火を起し｢南方の詩｣の校正を終る。

七時、みんなも起きる。今日も亦、元日に劣らない快晴であるが猛烈に寒

い。神仏に雑煮を供へ、一合余りを飲んで十時までコタツで眠る。

仕事始めとして｢日本の娘｣の書直しをつゞける。案外よくはかどる。

十二時半、銭湯に行く。熊本に注文して織らした和服(羽織、着物、袴)で阿部

君ところに行く。こちらの一家に兄の一家を加へて、御馳走になる。

日本酒の後に飲んだシャンパンが利いて三人(兄、阿部さん、僕)とも酔ひつ

ぶれて眠ってしまふ。七時辞去。

家に帰って、親子四人で五目並べなどして遊ぶ。

                         

朝は甚だ寒かったが、後には快晴となり、春の如く温く
ママ

なる。

                         

｢南方の詩｣の校正を送る。

1月4日(日) 晴

昨夜は眠れないことがわかってゐたので、催眠剤を飲んだが、色々と本年の

予定など考へてゐるうちに、いよいよ眠れなくなり一頃
ママ

、自分で酒をつけて飲

む。それでも眠れず、三時頃には左の扁桃腺が痛み出す。…久しく咽喉の痛みか

ら解放されてゐたが、今年は運わるく正月早々これに見舞はれ、意気すっかり

銷沈する。
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ルゴールを塗らせ、アルバジルを服用して終日ゴシゴシしてゐる。

明石鉄也君を招待してゐたが、東京にゐないか、本人は勿論、来ないとの返

事も来ない。しかし、けつきよく今日は来てくれないで助かる。

夜、せめて雰囲気だけでも楽ませようと思ひ、子供たちの五目並べなどをお

きてゐて見物する。

微熱があるためか、夜は案外らくに眠れて、せめてものことだった。

                         

アルバジル三回服用。

1月5日(月) 晴、稍々風あり

今日は一時に松浦家を訪ひ、平戸会の年賀をすまし、夜は黒崎君の家を訪ね

る予定で楽しみにしてゐたが、扁桃腺痛み今日も去らず。つひに京子を千北君の

家まで断はりにやる。京子は千北君の家にてもてなしを受け、千北君の手紙を

もって帰る。

正午近くまで寝てゐたが、北村六郎君の訪問を受け、起きて暖い縁端で話

す。洋子と京子に｢亜細亜の柱｣を探しに五反田までやり、臥てゐて新聞などを読

んでゐると篠崎仙司氏が挨拶に来たので、起きて語る。東宮大佐の代りに菅沼貞

風を書くことなどを約束する。

                         

運命を決すべき今年の正月に病気などして予定が早くも狂ひ、昨日来すっか

り沈んでゐたが、少し気をとり直して、夕食後しばらくは起きてゐて新聞を読

んだり、この日記をつけたりする。

1月6日(火) 晴

朝｢南方の詩｣の校正(速達)来る。

扁桃腺の具合も昨日よりは幾らかよいので、起きて校正をする。それを五反

田、白木屋に買物に出かける洋子と京子に送らせる。

ずっと起きてゐる元気もないので、洋子に買はせた中山義秀の｢碑｣を読む。

午後はまた静かに眠る。伊集院虎雄君が来たので、招じ入れ、起きて、いろ

いろ話をする。こちらら飲めないけれど一本つけさせる。

昨年、両親と祖母を相次いでなくした伊集院君、もうすでに三十歳になった

といふ。多少の感慨あり。手土産に蜜柑を貰ふ)
ママ

越後湯沢に出かけてゐた誓君来る。

伊集院君、辞去後、誓君にも酒を出し、同君持参の熊本の餅と納豆を食べ、お

そくまで子供等とともに、ダイス、五目並べ、花札などして遊ぶ。

十一時すぎ誓くんは帰る。

発病以来すでに三日、アルバジルの効果か、幸ひにして少しづつよい方では
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なるが、全く、正月早々の病気は去年が元気だっただけに、ひどく精神的に参っ

てしまった。

(欄外に｢｢明朗大陸｣より原稿催促の速達｣との書き込みあり)

○1月7日(水) 晴、ホンの一時小雨あり

気分、昨日より更に幾らか快方。子供等に誘はれて鬼火焼をなす。午前中

ずっと起きてゐて、広瀬豊氏の｢青年吉田松陰｣など読む。京子が阿部君の家に裁

縫の材料を借りにゆくといふので、洋子も共にやって、同君一家に遊びに来る

やうに言ってやる。その折内海、齋藤、上泉、金谷の四氏に｢亜細亜の柱｣を送ら

せる。

トーストの昼食後、また眠る。

阿部君来訪。つゞいて美枝さん香世ちやん、洋子、京子…。自分は飲めない

が、阿部君にお酒を出す。夕食を共にして、今日も亦、子供たちを加へてダイ

ス、五目並
ママ

などして遊ぶ。

十一日の川崎大師参りの打合せをして阿部君一家帰る。

その少し前に来た藤崎二夫君にもお酒を出す。

正月早々の病気のため、すっかり元気がない。

1月8日(木) 晴、甚だ暖い

昨日よりさらに幾らかはよいやうな気もするが、気分のすぐれないことは相

変らず。しかし、天気もひどよい
ママ

ので気をとり直して、散歩がてら自分で薬草

を買ひに出かける。腎臓の気味があるのでニハトコ、キサゝゲ、モロコシ、ハ

ブ草、一円八十銭分を買って来て自分で煎じて飲む。

移住協会の原稿執筆ことはる速達、日本少国民文化協会の入会申込書、国民演

劇の往復葉書回答の三通を書いて、これも自分でだしにゆく。帰途、太平道に

よって、田中惣五郎氏の木戸孝允を買ひ、吉田松陰全集を注文する。

帰ってまた眠る。中山利国氏が来たので起きる。同氏持参の原稿を読み、改

造、公論等に紹介状を書く。久しぶりに中山氏と夕食を共にする。同氏辞去後、

気分また少し悪くなる。すっかり、しょげて床につく。寝苦しく洋子に足をも

ませたりする。

夜中に目がさめる。咽喉の具合また元に復したやうで、すっかり悲観する。

                         

三上文子君より年賀状

1月9日(金) 晴

扁桃腺炎の具合すっかり又ぶりかへしたやうで悲観してしまふ。つひに思ひ

きって上山医院に出かけ、手当をしてもらひ注射をしてもらふ。うそのやうに
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気持よくなり、長原で｢亜細亜の柱｣と満州の“芸文”とを買って帰る。…咽喉の痛

み嘘のやうに軽くなり、気も漸く軽くなる。

昼食後、洗足駅付近まで散歩に行き、吉田甲子太郎氏に小包で｢亜細亜の柱｣を

送り、林房雄の｢西郷隆盛｣第一巻、萩原新生の｢長州征伐｣、自分の｢亜細亜の柱｣

など買って帰る。コタツに入って令女界の散文の選をする。時局向のものが一遍

もなくて、入選の決定に大いに思案する。

夕食は久しぶりに牛肉と家に出来たネギとのバタ焼。四日の日以来はじめて

普通の状態で夕食をとる。食後しばらく五目並べなどする。

杉原勇より久しぶりに手紙、近く遊び来たい
ママ

と言って来る。返事を書く。

夜に入って｢南方の詩｣の校正送り来る。但、｢靴下と手袋｣の分だけ。明日、

校正することにしよう。

正月早々の病気は全く致命的な打撃であったが、しかし、これも神の警告と

して、むしろ、今後の真剣な生活を考へるための薬としよう。

○1月10日(土) 晴

八時起床。病気になってからは始めて
ママ

のこれでも早起き。令女界の散文の選

を決定し、選評を書き、登美子が郵便局に行ってゐるので、錠をかって
ママ

家を出

る。上山医院、今日も注射をしてもらふ。一旦家に寄って、神田に出かける。宝

文館に寄り、松久君がゐないので、散文の原稿を受付子に渡し、丸善に行く。原

稿紙と自著三冊(亜細亜の柱、螟蛉子)を買ひ、銀座まで歩く。三笠で昼食—唐揚

ランチ。

金道書店と紀伊国屋で自著(亜)を買って帰る。おやつ、京子と五目並べをして

1時間ばかり午睡。夕食後、久しぶりに入浴。思ひきって頭髪も洗ふ。

コタツの上に原稿紙をひろげる。｢明朗大陸｣の原稿を書くつもり。ところ

が、永井君来訪。話してゐるうちに時間が経ってしまったので中止。

                         

朝｢南方の詩｣の校正(靴下と手袋)を速達で送る。同時に杉原に手紙。門司の青

木氏に小包(亜細亜の柱)

農山漁村文化協会から速達。素人劇講座の原稿の件。

夜、飯塚重威(本沼小学校出身者の由)といふ人より速達。――｢木枯｣上演の

件。

1月11日(日) 晴

昨夜眠れなかった●ため、七時に起きるのがつらかったが、みんな少しあわ

て気味で支度をし、九時半、家を出る。川崎大師に厄よけの祈願にお参りするた

めである。

品川駅には阿部さん一家もすでに来てゐたので、さっそくつれ立って京浜電
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車で出かける。普通の日曜としては相当に混んでゐたが、案外苦もなくお参り出

来、自分、阿部君、登美子、洋子四人分のゴマを願い出、それを受けた後、境内

のおでん屋で甘酒でおでんを食べ参道の縁日で買物をしたり、ひやかしをした

りしながら帰途につく。母在世中にこゝにお参りした日のことなど思ひ出しな

がら…。

品川から阿部さん達には家に行ってゐてもらふことにし、私だけ池田大伍さ

んの告別式に行く。ちやうど都合よく園池さんと逢ひ、ホンの十分ばかり(参列

後)近くの三好野で話をする。

別れて紀伊国屋、三昧堂で自著(亜細亜の柱)を買ひ、まっすぐに帰る。

庭で記念の写真をとり阿部さん一家とさゝやかに厄よけ祈願の神酒のつもり

で食事を共にする。四日以来八日ぶりで私も酒を飲む。但私はビールをサイダー

で割って飲む。

阿部さんも僕もしばらくコタツで眠る。目がさめてみると、すでに夜になっ

てゐる。やがて阿部さん達は帰る。

お湯に行き、日記を書いたり、急ぎの手紙を書いたりする。

宮下君来訪。佐世保から帰ってから始めて
ママ

の来訪。八日の朝、帰京した由。

今日の来信。

穂積。内海捷次郎氏。徳永伊熊氏。湯浅克衛君。湯浅君のは原稿の依頼。これ

に対しては事情を述べてことはりの返事を書く。

                         

癇癪をおこして、登美子にコップを投げつける。

――扁桃腺炎に因んで

1月12日(月) 晴、夜小雨·後、雪となる

開けてから又ぐっすり眠ったために意外に朝寝。仕事にかゝったのは殆ど十

時。しかし、永い間、約束を怠ってゐた｢明朗大陸｣の原稿｢金山鎮で逢った日本

婦人｣を書き上げてホッとする。

昼食をすまして、登美子と昨夜の事件を中心とし話をしてゐるうちに、すっ

かり時間を過し、あわてゝ右原稿の訂正をして郵便局に出しに行かうとしてゐ

ると、早くも杉原勇君が訪れてきたので、さっそくコタツの中で一杯汲み交し

ながら一別以来のことを語る。酒の後で(ぜんざい)を出したところ珍しがって

大よろこび。が、当直だからとて、寄るに入るとすぐに帰って行った。その少

し前、永井鱗太郎君が来て、明日少国民文化協会演劇部の理事会があるから出席

せられたしとの落合君からの電話を取次ぎに来てくれた。

入浴後、朝の便で来た｢南方の詩｣の構成(之で最後)をする。

明朗大陸から原稿の催促の速達。――京子に速達で送らせる。同時に湯浅克衛
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君に原稿ことはりの速達を出す。

(欄外に｢この日、クアラ·ルムプール占領の発表あり。(占領は一月十一日午

前十一時三十分)｣との書き込みあり)

◯× 1月13日(火) 雪

夜中に目がさめて困ったが、そのまゝ起きることにする。起きてみたら、昨

夜の雨は、いつのまにか雪になってゐて一面の銀世界となってゐる。みんな大

よろこび。

登美子が掃除をする間に、荏原局に出かけて｢南方の詩｣最後の分の構成を速

達で送る。

樋口忠雄君、内海氏の手紙をもって来訪。父君の病気や工場の不振について語

られる。

｢農村文化｣のための素人劇講座第二回分六枚を書き上げ、十一時半、家を出

る。電車の中で中卒田夫人に逢ふ。また永井君とも乗合せて、一緒に糖業会館に

おける少国民文化協会の幹事会に出席。十二時より四時まで。それより演劇部会

に移り、かなり遅くまでかゝる。

帰途、永井君に誘はれて大井町で一杯やって帰る。

1月14日(水) 晴

登美子が掃除をする間に散歩を兼ねて、源氏前郵便局に行く。山本克美、内山

基、百田宗治、上村哲彌●の諸氏と移住協会に｢亜細亜の柱｣を贈る。農村文化に

原稿を速達。中山利国、飯塚重蔵二氏に封書。

                         

さて、いよいよ今日から翼●賛出版協会の書下し長篇にかゝらねばならぬ。

が、まづ気分をつくるために人の作を読むことにする。山本有三氏の｢真実一路｣

と岸田国士氏の｢暖流｣を読むことにする。前者は努力の人の努力の作、後者は天

分豊な人の天分の作…といったやうな感じがある。しかし、面白いことは確か

にどちらも面白い。

昼食後、熊本の登美子の叔父(伊熊)から送って来た餅を焼いて食べる。おい

しい。

嫂来る。

夕食まで、ずっと｢暖流｣を読む。

夜、登美子は隣組常会で樋口氏宅に出かける。

穂積に手紙を書く。

                         

満鉄、弘報課より｢満洲の日々｣二冊送り来る。

樺太文化協会より、｢樺太史の栞｣と｢ツンドラ｣送り来る。
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1月15日(木) 晴

翼賛出版協会の小説、第二日。今日は主題を決定するつもりであったが、

けっきょく、二三の題を考へたのみで中止。

北村六郎君来訪。兄さんが転任になったら住居を交換しようなど、こちらは

半分は冗談に話してゐたのを、いよいよ兄さんが大阪に栄転された由で、実行

してもらへるかとの話。その時は、とにかく家を見てからといふことにしてお

いたが登美子とも相談して当分この家で頑張る肚を極める。

昼食後、銀座に出かける。映画でも見て、主題のヒントを得ようと思ったの

である。が、銀座映画劇場で見た｢新な幸福｣という大船映画は低級きはまるもの

で何の参考にもならなかった。

明治製菓で茶を飲んで帰る。

適応遠足に出かけた洋子京子が夜に入っても帰らないので心配する。が、間

もなく帰り、阿部さん一家が牛肉をぶら下げてやって来たので、スキヤキで一

杯やる。

                         

千北研一君から手紙。

○1月16日(金) 晴

翼賛出版協会の小説、第三日。

今日こそ主題と、出来れば筋までは決定しなくては思ひ、実話全集までひっ

くりかへして案を練る。なかなか名案浮かばず、岸田さんの｢由利旗江｣など読

む。

〆切の日は近づくのに、案すら立たない始末で全く気が気ではない。実に重

苦しい気持だ。

午後、ラヂオ体操を登美子に号令をかけさせてやったり、京子とキヤツチ

ボールをしたりする。

明日は何とかしなければならぬ。この小説が出来なければ私はもう駄目だ。

が、しかし、是非なんとかやらう。

夜、千北、北村、門倉の諸君に手紙を書く。

酒、いつもより少し多く飲んで、なほ｢由利旗江｣を読む。さうしてゐるうち

に、小説の構想いまだ成らないその現実●の苦しさから●一寸逃れたくなり、

登美子と少しおそくまでとりとめもない話などする。

                         

夜、隣家の樋口氏、北村より状況せる佐藤といふ人を案内して来る。――内

海さんのことづけ(餅)をもらふ。
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1月17日(土) 晴

扁桃腺炎以来すっかり寒気に対する抵抗力…抵抗心が弱くなり、朝は愚

図々々しがちであったが、今朝は勇気を出して早く起き、みんなと一緒に朝

食。アサノ児童劇学校の浅野氏から速達が来てゐたので、とりあへず登美子に電

話で夕食の招待に対してことはりを言はせ、なほ自分でも返事を出して、さて

机につく。

翼賛出版協会の小説、第四日目だ。

今日こそ案を決定しなければを大いにあせりながら、つひに本屋に行き吉屋

信子の｢男の償ひ｣と石川達三の｢母系家族｣を買って来る。前者は余りの愚劣さ

に、すぐ本を投出したが、石川のは中々面白く夜おそくまでかゝって読み上げ

る。

午後二時頃、長崎の松尾仕君が弟と二人で突然来訪。南方発展の青年たちを養

成する塾を開くための運動に上京したもの。しるしばかりに酒を出し、同君の

●○歓迎会開催につき粕谷(糟谷？)君に手紙を書く。翼賛出版協会より近々訪ね

たしとの手紙来る。

1月18日(日) 晴

第五日。

今日も駄目だ。確信のもてるテーマさへ思ひ浮かぶ
ママ

。悶々として一日を送

る。

誓君来訪。

西田利明君、近くまで来たからとて立寄る。しるこの御馳走をする。

兄一家を招き、宮下君、誓君を加へて夕食。八時ごろから、内海さんから贈

られた餅で汁粉をやる。みんな喜んで沢山食べて帰る。

ひとり酒一合を飲んで元気なく寝につく。

登美子、風邪気味。しかし、大したことはなささうである。

                         

ハルピンの山本昇氏からチヨコレートが送って来る。七円の立派な箱であ

る。ありがたいと思ふ。

1月19日(月) 晴

仕事の前に、織田君(翼賛出版協会)に返事と、時代物を現代物してくれ
ママ

といふ

相談の手紙を書き、登美子に速達で出させる。

さて第六日だ。いよいよテーマとストリーを決定しなければならぬ。が、つ

ひに失望して、荏原駅の近くの本屋に行く。藤森成吉氏の｢純情｣と丹羽文雄氏の

｢家庭の秘密｣を買って来て、前者を読む。面白い。何となくこちらも創作欲を

そゝられるやうな気がする。
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西沢揚六郎君から新京から来てゐる宮川氏が訪ねるとのハガキが来たので心

待ちにしてゐたが、つひに来らず。

夕食後、兄のところから中村浩君が出征するにつき、壮行会をやるから来て

くれないかとの電話。みんなで出かける。中卒田氏からは一夫君が来る。

かんぢんの浩君なかなか来らず主賓ぬきで壮行会を開き、日章旗に寄せ書き

をして十時ごろ帰る。｢純情｣読了。

1月20日(火) 晴

つひに一週間、一行も書かないでむなしく過す。まる半日、机にしがみつい

て案を練る。いまだ成らず。実に何とも苦しくてやりきれない。

身のおきどころもない気持で、つひに昼食後コタツに入って眠る。ホンの五

分ばかりで覚める。

思ひきって家を出る。北村国民学校長齋藤荘次郎氏から｢亜細亜の柱｣十部代が

送って来たので、篠原君に書留で送ることにし、新橋局から送る。ブラジレイ

ロまで歩く。偶然、中山氏も来てゐたので、工政会における少国民文化協会演劇

部の幹事会に同伴する。もし上村哲彌氏が来てゐたら紹介しようと思って。しか

し、幹事会場がエーワンに変更になったといふので、そちらにまた案内した

が、上村氏はつひに見えなかったので中山氏は帰る。

幹事会、齋田、浅の
ママ

、田郷、永井、加藤、落合、小池、小山田、徳山、矢名

氏、小野理事長。

八時半散会。すぐに帰って酒を飲んで眠る。

朝は仕事の緒がとけてくれるやうにと祈って眠る。

(欄外に｢本日、衣料切符制のこと発表あり。｣と書き込みあり)

1月21日(水) 晴

(欄外に｢議会にて東條首相、大東亜戦争の指導理論発表｣との書き込みあり)

翼賛出版協会の仕事。八日目。

まだプランさへ確立してないので憂鬱ではあるが、勇気を出して早く起き、

みんなと一緒に朝食。しばらく庭で焚火をしてから机につく。

いろいろ考へた末に｢双葉と美鳥｣の書出しを少し使って書き出したら案外う

まく行きさうなので、漸く愁眉をひらく。午前中に十枚書く。初日のせゐか、

ぐったりと疲れてしまふ。

昼食後、しばらくぶりで付近を散歩する。

今日までは来ないかも知れないと思ってゐた織田氏(翼賛出版協会)来訪。時代

物を現代物に変更したことについて●快く諒解してくれたので大いに安心。企画

届につき打合せた後、かなり長く雑談して帰る。

久しぶりに吻とした気持になり、体操などする。
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夜は登美子と｢蘇州の夜｣を見にゆく。改築後の荏原劇場は之が始めて
ママ

であ

る。

令女界の散文の原稿(三月号分)送り来る。

1月22日(木) 晴

織田君(翼賛出版協会)が昨日来てくれて、時代物を現代物に変へることを快諾

してくれた安心で、元気よく早く起きる。月野道代氏より手紙。

昨日まで来てゐた大工が残して行った木片を集めて焚火をする。

さて机に向ふ。昨日十枚ばかり書いた昔の｢双葉と美鳥｣のストーリーは、

すっかり捨てることにして、新に案を練り直す。建設線の人々を書くといふこ

とだけは決定したが、さてそのプロットが……。いろいろ悩んだ末、何かのヒ

ントを得ようと思ひ、渋谷松竹に｢風薫る庭｣を見にゆく。この途中、北村六郎君

に逢ひ、古瀬伝蔵氏に逢ひに行くヒマがないから、手紙を書く旨の約束をする。

迷惑千万だが、止むを得ない。

山本昇、斉藤荘次郎、中山、西沢の諸氏に手紙を書く。

夜、宮下氏から登美子宛速達。これも困った話だ。

が、それはそれとして、さあ、明日からいよいよ本式に原稿を急がなくては

ならぬ！

1月23日(金) 晴

構想に苦しむこと九日間、やっと昨日プラン成り今日から本格的に執筆を始

めるつもりでゐたところ、夜中より又々咽喉が痛み出し、つひに上山医院に行

き、注射をしてもらふ。

あゝ受難なるかな。受難なるかな！

仕方なくあきらめて、午前中は菊池寛の｢満鉄外史｣など少しく読み、午後は

暫く床につく。目が覚めてみると少しく熱も出てゐるやうでノドの痛みは午前

中にも増してゐる。すっかり悲観する。これでは小説の構想を練ることも出来

ない。コタツの中でボンヤリと時間を過す。タバコは喫へないし、所在なさに

オヤツにパンなど無闇と食べる。

幸ひ、夕食後あたりから痛み幾らか薄らぐ。明日一日は今から諦めて覚悟す

るとしても、あゝ希くは二十五日から鋭意●仕事が出来ますやうに…。

防火水桶に張った氷を割って登美子と京子が湿布をしてくれる。

                         

古瀬伝蔵氏宛の手紙を北村六郎君、受取りに来る。

1月24日(土) 晴

あきらめて今日はゆっくり養生。但、痛みは殆ど去ったやうだ。それでも上
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山医院に行き、手当をしてもらふと、今度は右の方が危くなりかけてゐるから

入浴なども控へて養生するがよいといふ。薬をもらって帰る。

黒沢、黒崎、斎田喬、月野道代、観光東亜、内海の諸氏に手紙を書く。

大九郎君来る。卒業して明後日が入営だといふ。自分は飲めないけれども祝

ひのつもりで一本つける。

美枝さん母子遊びに来る。

大九郎君帰るといふので、洋子、京子、香世子ちやんに東洗足駅まで送らせ

る。

                         

松尾仕君、北海道からニシンの燻製を送ってよこす。

                         

今日は｢木枯｣を月野道代主演で上演。但、病臥中で見にも行けず。その意味

で手紙を出す。

○1月25日(日) 晴

今日も諦めて心しずかに保養することにする。朝食後、上山医院に行く。こ

●まゝ悪化しなければ、今日かぎりでよからうとのこと、但、薬はもう一日分

わたされる。イトウで原稿紙と改造を買って帰る。改造の｢満洲国の発展と東亜

共栄圏｣(大上末広)は大変よい論文で今度の小説にも役に立ちさうである。

洋子に古い新聞の切抜帳を出させて見る。昭和六、七年頃の満洲問題を中心に

したものであるが、なかなか感慨深いものがある。

北村六郎君来る。玄関で逢って帰ってもらふ。

古瀬伝蔵氏から返事がきたので、ことはりの手紙ではあったが、すぐ北村君

の家にとゞけに行き、太平堂でケイ紙と新亜細亜を買って帰る。

誓君、お酒を二本さげてやって来る。二本つけさせる。勿論、私は飲まな

い。

夜も新聞の切抜を見る。

さあ、明日からはどうぞ書けますやうに…。

いはゞ｢かへり初日｣といふところだ。今度こそ書かなければならぬ。

前記の論文を読んでゐるうちに、｢血と地｣といふ題など考へつく。血と地！

なかなかよいやうな気もするけれど…。

1月26日(月) 薄陽

いはゆる｢かへり初日｣といふか、再開第一日といふか今日から再び始める。

昨日ふと思ひついた｢血と地｣といふ題を仮に使ふことにして、開巻第一ペーヂ

に首をひねる。

やっと一枚だけ書いて、すっかり疲れてしまふ。昨夜のあれのせゐか、度々
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小用に起きたために風邪をひいたのか、頭が重く微熱があり、気分が大変わる

い。

昼食後、薬をのんで一休みする。夜分に眠れないと困るので、起きて本を読

む。

しかし、本を読むのさへ苦しい。

夜分はつひに熱さへ高くなり、計ってみると三十八度六分。がっかりしてし

まふ。

催眠剤をのんで床に入る。あきらめて、明日は山田さんに診てもらひ、単純

な風邪かなにかならば、明日だけ静養して明後日から仕事にかゝらうと思ふ。

1月27日(火) 晴

起き抜けに体温を計ったら七度二分。気分は余程よいが、まだ微熱があるや

うでは、やはり山田さんに診てもらった上で善後策を立てようと思ひ、朝食

後、新築後はじめての山田病院に行く。

診断の結果は幸ひにして普通の風邪らしいとのこと。安心して潔く今日は静

養することに心をきめる。

午睡一時間余りの外は終日｢昭和風雲録｣を読む。

夜、宮下氏来訪。

                         

朝、大山功君ｎより農山漁村文化協会専属の瑞穂劇団の文芸部を引受けてくれ

ないかとの手紙が来たので承知の旨の返事を書く。同時に昨日の朝来た園池公功

氏の病気の知らせに対して見舞状を出す。

松川女史より観劇の招待状。

1月28日(水) 晴

幸ひ風邪の工合もよささうである。

再開第一日として机につく。二枚半書く。たった二枚半ではあるが(書き出し

は、いつもさうで)、すっかり精魂が尽きた形で、それで止す。

松尾仕君のことで粕谷(糟谷？)実君に速達を出す。

昼食後、数日ぶりにヒゲを剃って家を出る。大森の帝国女子医専に――材料

を得るために、見学に出かける。受付の室に招じ入れられて色々と話を聞く。

やはり来てよかったと思ふ。そこを辞して同校の付属病院や空の宿舎を之は外観

だけだが、一通り見て帰る。帰途大森で数冊の本を買ひ、不二屋でお茶を飲んで

今度はバスで荏原町へ帰る。

夕食の時、赤松俊衛君(少国民日本)が雑誌と稿料をとゞけに来てくれる。数日

ぶりでお湯に行く。

夜は令女界の散文の選をする。ずぬけてよいのがなく少々がっかりする。
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1月2９日(木) 晴

やはり昨夜お湯に入ったのがよくなかったのか、どうといふのではないが、

何となく気分が爽快でない。それに糟谷実からの速達が今朝とゞいて、松尾仕に

電報を打ったり、速達を出したり、ついでに落合聰三郎君宛、明日の幹事会(少

国民文化協会)の欠席通知を速達したりしてから、山田病院に行って帰ると、も

う午前中はつぶれてしまった。昭和堂書店から医学に関する二三の本を買って来

て、今日は潔く仕事を休むことにし、令女界の散文の選をする。

午後四時半、気づかってゐた松尾君が弟君に案内されてやって来る。薬持

参、同道で出かける。

東京パンの二回で、まづ八木、糟谷、森と落合ひ、聚楽の三階に会場をき

め、おくれて井関もやって来る。当直で来られないといふ寺山を除けば、こゝ

に在京の桜雲会員全部が揃ったわけだ。私が主賓主催者両方の側に立って、かん

たんに挨拶をする。大変気持のよい会であった。九時近くオリムピツクでお茶

をのんで解散。松尾仕(渋谷)井関(目黒)田郷(五反田)森(品川)の四人、山の手で帰

る。

山田さんでもらった催眠剤をのんで眠る。幸ひよく眠れた。

1月3０日(金) 晴、風甚だし。

やっと気分もよくなった。咳はまだ少し出るが…。

八時、机につく。みっちりと打込んで書く。午前中に三枚だけ出来る。たっ

た三枚ではあるが、書出しの三枚は貴い。…再開第一日(一昨日)に書いた分は改

めることにして、やり直したのである。

昼食後、運動を兼ねて大森駅付近まで実地踏査
ママ

に出かける。山王のあたりを

少し歩いたが、ひどい風なので、駅前の書店で｢満洲の四季｣を買ひ、お茶をの

んで、バスで帰る。

｢令女界｣の散歩
ママ

(散文？)の選を決定し、選評を書き、京子に送らせる。同時に

織田君(翼賛会出版協会)に原稿を十二、三日頃まで待ってもらふ相談の手紙を出

す。猛烈な風なので、ちよつと迷った●●●●が、けっきょく、お湯にゆく。

夜は｢昭和風雲録｣を読む。

                         

昨日投函するのを忘れた園池氏への手紙(食物のこと)は朝、速達で出させ

る。

1月31日(土) 晴

再開第三日目。八時から仕事にかゝる。正午までに――昨日の分も書き直し

て五枚書く。たいした成績ではない。それも満足な出来ならよいのだが、何と

なく不満…。
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昼食後、しばらく午睡してゐると、登美子の教へ子といふ少女が来て目をさ

まさせる。起きて今まで書いた分をもう一度書直す。三時半までで中止。体操を

する。

散歩でもしようかと思ってゐるところにひよこり
ママ

杉原が、酒が手に入ったか

らと、それを持ってやって来る。二人で飲む。帰らうとしてゐた杉原、急に気

分が悪くなって、又ゆっくりする。八時頃帰る。

笠原氏の家を訪ねて高等工業のことを聞く。

入浴。――病後今日はじめて健康らしさを感じる。

                         

令女界二月号着。

二月諸事要録

仕事(執筆)

長編小説｢愛｣(●二六二の内) 257枚

講座｢素人劇に関するもの｣農村文化 5枚

計 263枚

収入

�令女界�｢黒竜江で｣並に散文選二ヶ月 56円

誠文堂新光社｢スパイ制服｣再版印税 150円

翼賛出版協会｢愛｣稿料残金 750円

東宝｢峠の茶屋にて｣稿料 40円

吉本興業｢峠の茶屋にて｣上演料 100円

計 1090円

2月1日(日) 雪

いよいよ二月だ。翼賛出版協会の仕事はどうあっても紀元節までに完成しな

くてはならぬ。

八時から机につく。昼食後ホンのしばらく午睡して午後も仕事をつゞける。

本日の仕事……一〇枚。通計一五枚。

夕方は極度に疲れてしまひ、夕飯の時お酒を少し飲んだが、とうとう
ママ

しばら

く眠ってしまった。

寝しなに卵酒、それだけでは眠れず又起きて酒を飲む。幸ひ、よく眠れた。

                         

待望の雪。五六寸積む。子供たち大よろこびで雪に砂糖をかけて食ふ。

2月2日(月) 雨

正しい意味では今日が｢血と地｣第三日目だ。
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八時から仕事にかゝる。今日は成績なかなかよく、午前、午後、夜を通じて

三十枚書く。出来栄も悪くはなささうに思ふ。

希くば明日もこの調子で運んでくれるやう…。

                         

今日は小雨で昨日の雪が解け出した。

｢東宝｣二月号着｢峠の茶屋で｣所載。

○2月3日(火) 曇、少々小雨

夜中の三時半に目がさめてしまひ困った。そのため七時には仕事にかゝった

が出来はよくなかった。午前中十五枚ばかり書いたが、気に入らず、ホンの

小量
ママ

の酒を飲んで昼寝をし午後また十五枚近く書いたが、これも感心しない。あ

きらめて明日出直すことにし、ホンの家の近くを散歩する。

内海さんが来たのでお招きして夕食を共にする。しかし、内海さんはもう一

つ集りがあるとてわづかな時間で帰られる。…おみやげにヤキイモを戴く。

夜、企画届の草稿を作り、登美子に書かせる。明朝送るつもり。

節分の豆まきは大豆がないから佐世保から送って来た“そらまめ”でやる。

2月4日(水) 曇

昨日の不成績をとり返すために今日は大いに力コブを入れる。七時半から仕

事にかゝる。昨日幾度書いても面白くなかった場面がすらすらと出来る。

午前中に昨日の分はとり返す。が、午後から夜にかけて今日の分をかかなけ

ればならない。

午後も分量的にはスラスラと出来たが、この分はどうも面白くない。夜も書

くには書いたが、どうもよくなささうだ。されに疲れもしたので中止。

今朝、明石鉄也君から三崎書房から出す｢南方の詩｣の企画届(増配用)が送って

来てゐたので、登美子に代筆させる。

酒定量だけのんで眠る。

○2月5日(木) 晴、Con.②

夜中の二時半に目がさめる。がっかりする。この時刻に目がさめると、あと

が眠れずその日はどうしても成績がよくないからである。一度起きて昨日の不

満の分を書き直す、うまく行かないので、自分で卵酒をこさへて寝る。

九時頃目がさめる。朝食後、運動がてら明石君への速達を自分で出しに行

き、十時から仕事にかゝる。どうもよくない。二時頃つひに投げ出して、出直

す決心をする。どうもユーウツだ。この小説は、日数さへあれば、うまく行く

自信があるので苦にする必要はないのだが、何しろ〆切が迫ってゐるので焦る

のである。



234  研究資料

洗足駅付近から北千束の報に◯Ｃを求めがてら散歩に出る。

焦って駄作にしてもいけないので今晩は休養することにする。

酒も●●催眠剤も用ひずに寝ることにする。

2月6日(金) 晴

｢南方の詩｣の検印(三〇〇〇部)を登美子に捺印して三崎書房に、書留速達で送

る。

同時に、明石鉄也君に契約条項中の一項目につき認めがたき旨の速達を出

す。

今日｢血と地｣の出来栄面白からず。

2月7日(土) 晴

｢血と地｣の出来栄え今日も面白からず、泣きたいくらゐの気持になり、つひ

に登美子をつれて、日本劇場に｢白い壁画｣を見にゆく。銀座の美松で昼食をと

り、アンミツなるものを食べ、銀座を散歩して、登美
ママ

と別れ、東京劇場に行

く。女子科学塾の招待による。橋本秀君と隣席、夕食の御馳走になり、最後の

｢淡路人形｣を少しく見て途中で帰る。夜に入って猛烈に寒くなる。

家に帰ってみると、誓君が来てゐる。ビール二本飲んで眠る。

○2月8日(日) 晴

仕事今日も面白からず。つひに意を決して――気持を一転させるために、今

日は休養することにする。

泰光堂の立岡君、昨年契約した書下し少年物の進行状態を聞きに来る。

午後、京子をつれて、散歩がてら小説の筋を考へるために大森駅まで歩き、

電車で帰る。

誓君来る。散髪してもらふ。

2月9日(月) 晴

今日より｢血と地｣やっと危機を脱したものの、よい成績ではない。午後は休

んで、夜、入浴後また少し書く。出来栄は依然としてよくなく、すっかりユー

ウツになる。

                         

外野村晋君、瑞穂劇団に入団したしとて、同劇団の実情を聞きに来る。大山功

君への紹介状を書いて渡す。

                         

夜もユーウツで身のおきどころなく、けっきょく登美子や京子を相手に五目

並べに時を過し、九時半催眠剤を服用して寝につく。

らくに眠れたことが、せめてもの幸福であった。
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夜、山本昇氏、大島万世氏に手紙を書く。

2月10日(火) 晴

七時半、仕事にかゝる。やっと再び軌道に乗る。午後二時までに三十枚近く

書く。もっと書けさうだったが、農山漁村文化協会の瑞穂劇団の会合があるの

で、家を出る。協会で主事の古瀬伝蔵氏に逢ひ、北村六郎君のことにつき面倒を

かけたことに対してお礼を述べる。

三時から二階役員室(産業組合)で瑞穂劇団の会。出席者は

劇●壇人側…飯塚友一郞、田郷、鈴木英輔、大山功、田島準、栗原勇蔵、林和

その他二氏。

主催者側…三人。

大変よい会合であった。六時半散会。直ちに帰って、お湯に行き、夜も執筆

をつゞける。調子よく十枚も書く。

ビールを飲んで休む。

                         

明石鉄也君(三崎書房)より、こちらの要求どほりに改めた契約書送り来る。誠

文堂より｢スパイ征服｣の再販をするとて検印用紙千枚分送り来る。これは有難

い。登美子さっそく捺印をする。

                         

山本昇氏に手紙を書留で出す。

2月11日(水) 晴

七時半、仕事のかゝる。昨夜の分に手を入れてゐるうちに、分量的には案外

はかどらなかったが、しかし、昨夜のよりは、うんとよくなった。もっとドン

ドンつゞけたかったが、今日一時から日本少国民文化協会の発会式で、これには

是非出席しておかないといけないと思ひ、十二時頃家を出る。駅で上沢氏と一緒

になる。

日本少国民文化協会発会式。

午後一時より情報局講堂にて

上村理事の報告にはじまり、理事長の挨拶、東條首相、谷情報局総裁、橋田文

相代理等の祝辞。協会作制
ママ

の｢日本のあしおと｣の発表等、なかなか意義深い会で

あった。会場で、鈴木吉平、篠崎仙司、篠厚雅之その他の書誌に逢ふ。

あと映画が残ってゐるが、愛国行進曲の斉唱をすますや否や、直ちに帰っ

て、四時に●夕食をすまして、入浴後また仕事にかゝる。

                         

“スパイ征服”再販一千部分の検印を本日送付。
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夜、嫂と美知子来る。

                         

催眠剤で眠る。

2月12日(木) 晴

今日は特別早く起きて、七時には仕事にかゝる。正午までに前編ともいふべ

き区切のところまで書き上げる。

午後、すでに書いてゐる分の整理をする。

夕食前、京子をつれて太平堂まで散歩し、伊藤貞助君に逢ふ。原稿紙のこと

を頼む。

夕食後、原稿(No.1−no.5)まで翼賛出版協会織田氏宛送る。手紙も出す。同時

に明石鉄也君に出版契約書を送る。

入浴後No.6の整理にかゝらうとすると、終の方五、六枚分の原稿が紛失して

ゐる。血眼になって探すが、どうしても見つからない。泣きたくなる。今晩は

これでもう気持はメチャクチャになり仕事も何も出来なくなる。明日また書き

直さねばならないのだ。あゝあ、実に

情けない。

昨夜はなんだかまた怪しくなりかけてゐたノドはどうやら何ともなくてすみ

さうだが、気持はすっかり弱ってしまった。

吉本興業の岩本君より｢オネガヒアリ、アスヒルウカガヒタシ。ゴザイタク

コフ｣旨の至急電報来る。

2月13日(金) 晴

昨夕紛失した原稿は考へてみると余りよい出来でもなかったので、今日は第

六章を最初から書直す。正午まで終る。

北村六郎君(新興キネマ)来訪。上にあげて1時間ばかりしやべる。岩本氏(吉本

興業)来り｢峠の茶屋｣を上演させてくれといふ。情報局の諒解は得たとのこと

故、快諾して上演料百円を受取る。

○2月14日(土) 晴

いよいよ後編に入る。…が、前編から後編の間の十年間の経過を書くつもり

でゐたが、どう考へても、それはだらけるので、三時間もかかって三枚ばかり

書いた後、直ちに九年後のことを書くことにする。――それに今朝、織田君から

手紙が来て、全部出来てから翼賛会の文化部の提出
ママ

する●といって来たので、そ

れでは一応全部手もとにおいてゐた方が、あとを書くのに都合がよいと思った

ので、今日は休養ときめ、出版協会までとりに行く。
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織田君の頼みで青童(児童劇団)の邦枝君に来てもらひ、同君と逢ふ。三人でつ

れ立って銀座に出、コロンバンでコーヒーを飲んで別れる。紀伊国屋で｢白蘭の

歌｣｢若き女医の手記｣を買って帰る。

どうしたことか、左の足の裏が痛くて閉口する。今夕は満鉄からも懇談晩餐

後に招待されてゐたが、そのためにつひに欠席する。

京子、美知子のところに泊りにゆく。登美子、阿部君のところに牛肉をとり

に行く。

2月15日(日) 雪

本年二度目の大雪。ずいぶん積ってゐる。

日曜だが、いつもと同じに早く起きる。しかし、仕事は頭が不思議とサンマ

ンになってゐて、見込みがなささうなので、中止。昼食にホンの一本軽くつけ

てのみ、三時頃まで寝る。

四時から夜にかけて執筆。但、成績は芳しくない。

京子、美知子を伴って帰って来る。

                         

シンガポール陥落！

――但、目下ラヂオが破損して、聞けないので、これは●十六日の朝になっ

て知る。ラヂオは、この夜の十時に放送した由。

2月16日(月) 曇

四時に目がさめる。5時に起きて六時より仕事。正午までに第七章｢建設線の

人々｣二〇枚を書く。しかし、書いてしまってからどうも不満で仕様がない。明

日もう一度書くほかない。

三時、エーワンにおいて産報の演劇に関する懇談会。

園池、田郷、大島、杉山、橋本欣三その他。

園池、大島両氏とは日劇の耕一路でお茶を飲んで別れる。

2月17日(火) 晴、地上なほ残雪あり

七時より仕事にかゝる。夜、十二時まで執筆。第七章を終る。

東宝より稿料四〇円送り来る。シンガポール陥落記念に金二〇円定額貯金に

させる。

2月18日(水) 晴、地上なほ残雪あり

七時版より仕事にかゝる。夜十二時執筆。第八章終る。

シンガポール陥落祝賀行列…登美子と参加。

和田氏より｢吉田松陰｣記念●祝辞原稿の添削を乞はる。若干筆を入れ登美子に

持たせてやる。
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｢血と地｣を｢愛｣に改題しようと考へる。

2月19日(木) 晴

七時版より仕事にかゝる。

昨日書いた第八章分不満あり改訂し、第九章に入り完成。

織田君(翼賛出版協会)に〆切延期の電報と速達を出す。――最初は今日原稿を

とりに来てもらふ約束だったのである。

岩本君(吉本興業)より速達――二十日初日の予定だった｢峠の茶屋｣を三月一日

初日に改める旨。

2月20日(金) 晴

第十章にかゝったが、中たるみの形で出来ず終日モンモンたり。

2月21日(土) 晴

六時半仕事にかゝる。

第十章｢厚生列車｣完成。

午後、織田氏原稿受取りに来る。二十三日午後まで待ってもらふことにす

る。

令女界から散文の投稿送り来る。(四月分)

2月22日(日) 晴

六時半仕事にかゝる。第十章｢厚生列車｣昨日の分を全部書き直す。

午後、運動のつもりで京子をつれ散歩に出る。荏原町を一周して、荏原劇場

でミツマメを食べる。

夜、誓君久しぶりに酒をさげて遊びに来る。一緒に飲んで宵のうちに眠る。

十一時に起きて明方まで仕事をする。第十一章を半分ばかり書く。

                         

洋子、全級徴用令にて今日より工場に行く。向ふ十日間の予定。

◯× 2月23日(月) 雨·後、晴

朝、一時間ほど寝て、第十一章｢建設線の人々｣にかゝる。徹夜で書いた文、

気に入らず書き直す。

約束の午後までには完成のみこみ立たず。織田氏に登美子に電話をかけさ

せ、明日まで待ってもらふことによる。持参の約束で。

午後、二時間ばかり眠る。夜、第十一章の｢建設線の人々｣をかき上げる。大

体出来上り、十時頃眠る。

                         

防空演習にて登美子出動。
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○2月24日(火) 雪

五時、目さめる。

七時より仕事にかゝる。いよいよ｢愛｣最後の完成の日だ。途中で幾度か危機

にも当面したが、大体よい出来栄で、いよいよ今日完成と思ふと、妙にコーフ

ンして、却って筆がにぶる。が、つひに午後一時、第十二章｢血と地｣を書き上げ

て全部の仕事を終る。全二百六十二枚こゝに完成したわけだ。本年三度目の大雪

の中を約束を遅らした罰に自分で届けにゆく。幸ひ織田氏も待ってゐたので、原

稿を渡し執筆料の残金七百五十円を受取る。一緒に銀座に出てコロンバンでお茶

を飲み、次作｢久坂玄瑞の妻｣の依頼を受けて、ここで別れる。

紀伊国屋で、｢土地なき民｣の第一部を買って帰る。

神仏に灯明を上げて｢愛｣完成の報告と感謝をなす。登美子に参拾円、洋子京子

に金壱円づつお祝ひに与へる。

夕食後一時間ばかり眠る。

                         

宮下氏、道彌君を連れて来訪。

明石鉄也君(三崎書房)中島善二郎君(少女倶楽部)より手紙。

夜、農村文化から速達(講座の件)

2月25日(水) 晴、地上なほ積雪

幾日ぶりで仕事から解放された朝！それでも習慣で六時には目がさめる。七

時半起床。

今日は仕事を休んで事務的なことだけをかたづけるつもりだったが、昨夜｢農

村文化｣から催促を受けたから素人劇講座の原稿を書き、散歩かたがたとゞけに

行く。

帰り東日食堂でコーヒーを飲み、そこの文房具店で象牙と水牛の印を注文す

る。象牙のは六円する。

五反田に回り、二百円ほど預けて帰る。(島田書店で水戸学の人々を買ふ)

パンで昼食の後、たまってゐた手紙をかたづける。

岸田、上泉両氏に報告と礼状。

大九郎、福田、近藤、落合(齋田)、橋本欣三の諸氏に手紙。

入浴、読書(満州の見学)

                         

壮年社に｢吼ゆる黒龍江｣を速達で注文。

2月26日(木) 曇、地上なほ積雪

泰光堂の仕事にかゝらうと思ってゐたが、流石に大仕事のあとで、まだその

張気が出ない。
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土曜日に持って来るやうにと頼んでゐた千葉●●の雞が、今日来たので上泉

さんの家に出かける。今度の日曜日にお尋ねすると手紙を出してゐたのだけれ

ども、まア今日はこれを届けるだけでもと思って、ひどく寒かったが勇気を出

して出かける。地図を見て、昭和バスの清水町といふのに降りたのだが、それ

は清水町の一番はづれだったので、探すのに大変骨折をした。何しろ雪がまだ

五六寸以上も積んでゐるので歩きにくくはあるし…。

上泉さんの家は駅からすぐ次の停留場で降りればよいのだった。上泉さんは

名古屋に出かけて留守。鳥だけおいて辞去。

白木
ママ

(五反田)で一本飲んで帰る。

宵のうち寝て、それから床の中で朝まで｢シベリヤお菊｣を読む。

2月27日(金) 曇

夜が明けてから十一時まで眠る。幸ひ、壮年社に注文してゐた｢吼ゆる黒龍江

｣が来たので、それを読む。水交社に出かける。途中、大崎広小路の本屋に寄っ

てみたら｢南方の詩｣が出てゐたので一部買ふ。

くろかね会は一回々々と中々の盛況。張赫宙、濱野修、川島順平の諸君に逢

ふ。

平出大佐の話、非常に感慨深く聞く。食後の質問は、古橋中佐が病気のため、

これも平出大佐が答えてくれる。

八時には終了したので、銀座に出、欠席の通知をしてゐた少国民文化協会●

●演劇部幹事会に出席。加藤光君と少しく激論する。

永井君と帰る。大井町駅についた時には既に十時半だったが、その近くのス

タンドで永井君と少しく飲んで帰る。おかげて
ママ

帰ってもすぐ眠れた。

橋本欣三君から速達が来てゐた。

2月28日(土) 快晴、暖い

雪の日以来数日寒さがつづいて
ママ

ゐたが、今日はまた素晴し
ママ

快晴。暖い。すっ

かり春めいてきた。しかし、今日まで休養と心さだめて、正午までマン然と過

す。

午後、登美子と荏原駅付近の店にラヂオを買ひに行く。七五円のを注文し、

夕方とりつけに来るやう頼む。登美子はそのまゝ荏原劇場で｢風薫る庭｣を見に寄

る。

富沢有為男の｢白き壁画｣を読む。やはり、この男、一種の素質あり。

約束の時間にラヂオ屋とりつけに来る。最高級品だけに流石にいゝやうだ。

久しぶりに自宅でラヂオを聞く。

酒も薬ものまず眠る。
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3月諸事要覧

仕事

講座｢峠の茶屋で｣演出手引(産報) 11枚

随筆｢平戸と歴史｣�飛鸞� 5枚

小説｢厚生船｣�譚海� 20枚

小説｢国境の町へ｣泰光堂 233枚

随筆｢開拓地巡回記｣�満州開拓� 20枚

小説｢少女と印度の志士｣�少女倶楽部� 12枚

収入

令女界散文選謝礼 10円

明朗大陸｢金山鎮で逢った日本婦人｣ 7円

農村文化｢素人劇講座｣ 15円

計 32円

3月1日(日) 晴

上泉秀信を訪ふ。夫妻で快く迎へてくれる。コタツの中で語る。翼賛出版協

会の時代物の件につき相談する。快く賛成してくれ、是非しっかり書けといは

れる。トーストに雞肉(この間の雞)のスープの御馳走になり、千葉への講習に出

かける同氏と新宿まで同乗して帰る。

午後、登美子に手つだはせて、本年分の新聞の整理をする。

夕食、入浴後、ラヂオを聞いたり、令女界の散文の選をしたりする。

ラヂオの満洲国建国十周年慶祝の朗唱を聞いてゐるうちに十年前の自分のこ

とを思ひ出し多少の感がある。十年前の今頃、私は戯曲｢満洲国｣を書いてゐた。

思想的にはまだそれを書く自信なく、しかも、それを書くことを母や妻には喜

ばれながら…。

                         

岸本正夫君(吉本)より速達で招待券が送って来る。

                         

今日も酒なく催眠剤で眠る。

3月2日(月) 晴、午後雨

産報の依頼による｢峠の茶屋｣の演出手引(十一枚)を書く。…速達で出させる。

十一時半、家を出て文芸会館に行く。大陸開拓文藝懇話会幹事会に出席。日本

文学者会に発展的解消するについての善後策協議。

出席者…岸田国士、佐分利、春山、福田、近藤、丸山、間宮、田郷、湯浅、相

馬の諸氏。
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三時半閉会。岸田氏を除く全員満鉄に糟谷氏を訪ひ、みんなで夕食の御馳走に

なる。(於アジア)

佐分利氏(拓務省)と同道で帰る。

帰途、荏原町駅で下車して、“吉田松陰至誠の書”と｢亜細亜の柱｣を買って帰

る。

                         

福田君からその著｢大陸の青春｣を糟谷氏から｢満洲農業図誌”
ママ

の寄贈を受ける。

                         

夜、少しく令女界の散の
ママ

選をする。

◯× 3月3日(火) 曇、時々小雨

昨夜は珍しく酒も薬もなくして楽に眠れた。

泰光堂の仕事にかゝる。案はやっと確立したが、今日はそれだけで疲れてし

まって、あと何をする気も出て来ないので、浅草の花月に出かけることを思ひ

立ち、幸ひ洋子が学校を休んで家にゐるので、登美子をつれて出かける。

●金吾楼の喜劇｢踏切番｣はなかなか面白い。私の作｢峠の茶屋で｣は、後者が

拙い上に演出が成ってゐないので、登美子はよかったといってゐるが、作者と

しては、むしろ、不快になる。

地下鉄で銀座に出、はじめて行列をつくって甘栗を買ったり、伊東屋に寄っ

たりして時間をつぶし、銀座の三笠で一本つけさせて夕食をとって帰る。

おひな祭は、今年も(去年から)飾らないことにし、その代り、子供等に御馳

走する。

小学館より速達…古典全集に関する件。

大山功君に｢東宝｣二月号を送ってもらふ速達。

上泉さんの二月廿八日附の速達が今朝になって着く。スタンプは三田局3·

2。

3月4日(水) 晴

泰光堂の仕事、どうやら軌道に乗る。が、書出しは、やはり疲れること甚だ

しく三枚書いただけで午前中に切上げる。火鉢の火が消えたので、火種をつくる

ために久々に庭で焚火をやる。

昼食後、散歩がてら荏原中延駅付近に原稿紙を買ひに行く。登美子が探して来

た四〇〇字詰の美濃判紙型、あまりよくはないが、万一の場合に備へるために千

枚だけ買って帰る。八円五〇銭。

令女界の散文の選をやる。途中で眠くなったので荏原駅近くの本屋まで散歩

に行き、週報と｢東韃紀行｣を買って来る。

夕食、入浴、夜もずっと令女界の選をやり、十時前に選評も終り、小包にす
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る。

今日も酒も薬もなく床につく。

                         

朝、糟谷益雄氏に｢令女界｣二月号と｢南方の詩｣を送る。

華北交通東京支社から｢大陸建設手記｣送り来る。

朝｢農村文化｣二月号分の稿料送り来る。

3月5日(木) 雨

つひに空襲警報発令される。演習ではない。ホンモノの空襲警報である！

事情を知らうとつとめるが、ラヂオが電波の異状のためか、うまく聞きとれ

ない。

必要が起るまで防空は登美子に委せておいて仕事をしようと思ひ、泰光堂の

仕事にかゝる。正午までつづける。

午後ひどく拾うを感じる。出かけるのも●●オツクウだったが久しぶりの前

進座の招待日なので勇を鼓して出かける。

途中、東日食堂内の文房具店に印をとりに寄る。まだ出来てゐないといふ。

銀座に出、ブラジルで夕刊を読んでから前進座(新橋演舞場)に出かける。北條秀

司、八木隆一郎、古川良範、鈴木英輔、伊藤義一の諸君に逢ふ。

藤森さんの｢若い日の山陽｣と八木君の｢野の声｣ともに面白い。殊に八木君の

がよい。最後の｢忠臣蔵｣だけを残して帰る。外は徹底した灯管だ。歩行に困難す

る。新橋駅の近くで夕食をすまして帰る。

                         

今朝の空襲警報は、敵機が南鳥島にやって来たのであった。但、三〇機来て

七機も撃墜されて、すぐに退却したる由。

                         

大山君より｢東宝｣二月二冊(速達)

(欄外に｢令女界に散文の選を送る。●四月｣の書き入れあり)

◯× 3月6日(金) 晴、暖し

ここ数日、酒も薬もなく、らくらくと眠れたが、それにも拘はらず何か疲労

を感ずる。

仕事前に、二三の返事を書いたりしてゐるうちに書くのがイヤになって来た

が、どうもぐづぐづしてゐられないので、勇気を出して欠いたら案外よく行っ

て第一章分を完成。午後一時まで明石鉄也君を午後二時まで日置重男(博文館)を

待ったが、どちらも来ないので、産報の会に出席(於A工)

出席者…遠藤、杉山、田郷、山田、管原、園池、志賀、佐々木、川村の九人。

この会の途中に日置君(譚海編集者)訪ね来る。とうとう口説き落されて短編小
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説三〇枚ひきうける。

散会後、園池、川村の両氏と美松に行き、みつ豆を食べる。更に園池氏と二

人で紀伊国屋と三昧堂を除いて新橋で別れる。今日の外出は体によかったと見え

て数日ぶりで爽快な気持になる。

美枝夫人と香世ちやんが来てゐた。

                         

バダビヤ完全占領。

警戒管制解除になる。

                         

誓君、一週間ばかり帰省するとて織物のことにつき打合せに来る。

3月7日(土) 朝…雨

午前中｢不二夫の冒険｣執筆。成績よろしからず。

午後、明石君が来る約束だが、大野恵造君母堂の告別式に列席。池上、省線、

帝都どの電車も殺人的満員。告別式場で大山、西澤両君に逢ふ。焼香をすまして

すぐ帰る。

然るに明石君より｢ケフユケヌ｣旨の電報来る。不愉快だ。

久しぶりで昼寝。思ひきり寝る。

夜、登美子は隣組常会で田中さんところに出かける。

洋子と京子を太平堂に｢維新史｣4·5·6催促にやる。

又、洋子にブドウ酒を買ひにやり、之又久しぶりに家で飲む。

酔って大いにふざける。

○3月8日(日) 晴

みんなと一緒に早起き。七時には机に向ふ。しかし、その割には成績よくな

く、第二章●●●(不二夫の冒険)を2/3だけ書いて出かける。岸田国士氏にお礼

のつもりでニハトリを持ってゆく。帝都電鉄で行き、三鷹台で降りたが探すの

に大骨折をやった。…途中(電車)で加藤光君に逢ふ。(和服ででかける)

岸田氏は浜松とかに公演に出かけられて留守。

付近のそば屋で天丼を食べ、省線西荻窪から神田に出、地下鉄で三越六階の少

国民文化協会事ム所に行く。演劇部会。――劇団の人々との懇談。五時半散会。

直ちに帰る。

明石君から手紙来らず不愉快千万。酒もなし、何か今日はわびしい日であ

る。少し緊張の日がつづいたせゐかも知れない。つひに遊ぶ。

3月9日(月) 晴

八時仕事にかゝる。おとといより行き悩みの形であった。“不二夫の冒険”(仮

題)第二章｢あゝぼくは日本人｣を完成。
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洋子京子にねだられて浅草に出かける。花月劇場における｢峠の茶屋で｣を見

るためである。入場前にソバ屋で昼食(ウドン)をすます。入ってみると丁度｢峠

の茶屋で｣が始まってゐる。この前よりは少しよくなってゐる洋子と京子を残し

て国際劇場に行く。｢三人姉妹｣と河村黎吉、三宅邦子らの実演。それをすまして

朝倉の古本屋をのぞき｢螟蛉子｣と｢馬車と口笛｣を求め、洋子京子と落合って銀座

に出かける。美松で一休みし、近藤書店で吉田松陰に関する本を買ふ。東日食堂

内の文房具店に寄って、印をとって帰る。

明石君より手紙が来てゐる。明十日
ママ

来訪の由。

登美子は荏原劇場に｢家族｣を見にゆく。

入浴五、夜も少し仕事をする。…夜分の執筆は病夜からとして、今夕から｢吉

田松陰｣の研究にかゝる。

玖村敏雄｢吉田松陰｣

                         

蘭印完全占領。

                         

樋口忠雄氏の父君逝去。

3月10日(火) 晴

泰光堂の仕事、第三章｢足から頭へ｣を前半だけ書いて、昼食後は疲れ甚だし

く、京子をつれて銀座に出かける。蘭印戡定直後の陸軍記念日。お天気もよく大

変な人出だ。ちやうど陸運(陸軍？)の行進に出会ひ、日劇前の十字路で京子とと

もに万歳を叫ぶ。

文祥堂で原稿紙とカード挿しを買ふ。銀座の美松に行ったが、行列しなけれ

ばミツ豆ひとつ食べられないので、伊東屋の地下室の千疋屋で京子にイチゴク

リームとユデアヅキを食べさせ、夕刊を読む。新橋の明治製菓で、コーヒーを

飲んで帰る。

隣家(樋口氏)にお悔やみに行き、香典五円を供へる。

夜は登美子が隣組でお通夜に行く。昨日から夜も仕事をすることにしたが今

夜はまとまったこともせず、ブドウ酒一合を飲んで寝る。

3月11日(水) 晴、暖し

泰光堂の仕事、第三章｢足から頭へ｣後半を完成。

｢飛鸞｣のために｢平戸と歴史｣五枚を書き、天気がよいので散歩がてら千北君

の家に届けに行く。例によって訪ふても誰●も出て来ないので、ポストに入れ

て帰る。

泰光堂の立岡氏来訪。十六日まで待ってもらふことにする。

樋口家の告別式に焼香に行く。
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散歩、長原駅方面。

夜は事務。織田、不破、小嶺、華北交通東京支社にそれぞれ書面(返事、礼

状、依頼)を書く。

又、所得税申告の下書をこさへる。

                         

明石君つひに来たらず。

                         

戦捷祝賀の配給の酒を飲んで眠る。

今●度のは｢白鶴｣なので非常にうまい。

3月12日(木) 晴

戦捷第二次祝賀日。

戦捷祝賀議会。――衆議員
ママ

における東條首相、陸海両相の演説は、夕方(七時)

録音でラヂオ放送さる。

町内の祝賀式には登美子出席。

                         

泰光堂の仕事は第四章｢床屋の小僧となる｣を完成。

夜も書きたかったが、疲れて駄目。

夕飯が非常に早かったので、八時にソロンタンを食べる。

                         

午後四時ごろ、警戒警報発令さる。

3月13日(金) 晴

泰光堂の仕事続行。

午後、北村六郎君来訪。自作｢中江藤樹と熊澤蕃山｣を批評してもらふために来

訪。本人に読んでもらって感想を述べる。

中島善次郎君(少女倶楽部)来訪。けっきょく、絵物語を二十日まで待ってもら

ふことにして書くことをひきうける。

3月14日(土) 晴·夕方、雨

泰光堂の仕事続行。

午後五時、産報の正体により丸ノ内Aワンに行く。

園池、田郷、大島、木村(太)、篠木、河村、清島、外に産報の人二名。

Aワンで夕食の後、多いの日本光学に素人劇公演を見に行く。

演目｢人生春秋｣｢雷雨｣

右終了後、批判会。十六ミリ(素人劇)を見て大雨の中を傘もなく返る。
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午前十時、満鉄試写会(弁楽座)――行かず。

3月15日(日) 雨

泰光堂の仕事続行。成績よろし。午前、午後、夜もつゞけざまに書く。

従って、軍人会館における芸能まつりには出席せず。

夕方、不破俊子氏の紹介による半島の青年訪ねて来る。なかなか感じのよい

青年だ。戯曲の勉強をしたいといふので色々注意してやると非常に喜んで帰

る。

                         

芸能まつり(軍人会館)

大陸開拓主催。

3月16日(月) 雨

泰光堂の仕事、今日は送る約束の日だが、けっきょく夕方までに第八章まで

を●書き上げただけで、この分だけを夕方速達で送ることにする。実際は十七

日の朝送る。

しかし、今日の成績は大変よく、今日も午前午後夜分もつゞける。そのため

日本演劇協会の移動劇委員会にも豊田君の会にも悪いが欠席。

                         

移動演劇委員会(文芸会館)

豊田豊君出版記念会

共に出席せず。

3月17日(火) 晴

昨日欲ばって夜までぶッつゞけてやったためか、どうしたことか頭の運転

止ってしまった形で、成績わるし。

泰光堂の仕事――出来てゐる分●(八章分)を速達で送る。

○明石鉄也君に出版届を送る。

○日置重男君(譚海)に速達。――二十日まで〆切を待ってもらふことにする。

●●●●●●●●●

誓君来訪二人で飲んで寝る。

——熊本の帰省より状況、酒その他の土産持参。泊って帰る。

夜、十二時に起きて仕事をする。

3月18日(水) 晴

泰光堂の仕事。

日置君(譚海)より速達――前日こちらより出したのに対する返事。

夜、八時より十二時まで書く。
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3月19日(木) 晴

泰光堂の仕事…成績わるし。

                         

講談社の招宴(帝国ホテル)

出席せず。

3月20日(金) 晴

泰光堂の仕事は本日は中止。

譚海の短編にかゝる。｢厚生船｣を書く。午前十時頃、使のす幼年、原稿を受

取りに来る。午後三時に来てもらふことにして、目茶苦茶に書く。どうしても

二十枚では完結出来ず、止むなく次号完結として出来た分(二〇枚)を少年に渡

す。午後三時。

夜は｢ボース氏激励会｣に出席。

於上野精養軒。会ヒ一〇円。

集るもの六百五十人。

中山利国氏と一緒になる。

広田弘毅、林銑十郎、高橋三吉、木村日紀の諸氏激励演説。

ボース氏の答辞。

散会後、中山氏にすゝめられ同氏の宅に寄る。やよひ女史とも数年ぶりで逢

ふ。

3月21日(土) 晴

泰光堂の仕事、今日も中止。

少女倶楽部の仕事にかゝる。どうしても出来ない。

宮下父子来訪。

3月22日(日) 晴

少女倶楽部の仕事、持て余し、つひに投げ出す。

明石君より｢南方の詩｣十冊送り来る。福田、近藤両君に送る。

阿部君一家来訪。ブドウ酒二合をとらして飲む。…四月三日の成田詣での打

合せをする。

(山下与志一君の結婚祝宴は本日だったのを二十三日と勘違ひして、つひに出

席不能となる。)

3月23日(月) 晴

泰光堂の仕事、今日完成送付の約束だったが、やっと十一章まで完成したる

のみ。
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洋子、京子の成績発表。洋子は優等進級。京子は進退なし。美知は進。

3月24日(火) 晴、風強し

泰光堂の仕事いよいよ大詰に近づく。が、約束の午後一時までには完成せ

ず。九章より十一章までを自分で持参。明日十時に立岡にとりに来てもらふこと

に約束して帰る。

銀ブラでもして帰らうと思って出て来たが、疲労甚だしく、まっすぐに帰

る。

                         

嫂、美知子来る。

3月25日(水) 晴

泰光堂の仕事いよいよ大詰。早く起きて、約束の十時までに全十三章完成！

きちんと十字
ママ

に立岡君来る。原稿を渡す。企画届は明日送る約束をする。

疲労甚だし。どうしたことか鼻が痛くてたまらない。

大変申訳ないが、亀屋原君の告別式にも行けない。

●●●●●●●

3月26日(木) 晴

泰光堂に企画書を送る。

令女界の散文の選を少しくする。中島君(少女倶楽部)来訪。登美子応対し、

けっきょく、二十九日朝までに渡すことにする。

今日も疲労甚だし。

●●●●

明石鉄也君に速達を出す。

3月27日(金) 晴

興亜婦徳顕彰会編｢大陸開拓｣に随筆｢開拓地巡国記｣二十一枚半を書き上げ、午

後、近藤君宛速達で送る。

明石鉄也君来訪｢南方の詩｣の印税の件につき事情を述べ、四月六日までの猶予

を乞ふ。諒承する。

3月28日(土) 晴

気分いくらか快復。

但、少女倶楽部の仕事は成績よろしからず。正午と夕と二度も酒を飲み、

けっきょく夜八時半から●十二時まで起きて書く。2/3以上できたので又々酒を

飲んで眠る。

誓君来訪。
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3月29日(日) 晴

六時半起床。

朝食後さっそく仕事にかゝり｢少女と印度の志士｣の残りの分を書く。やっと完成。

●中島君に電話をかけさせる。不在だったので、誓君の●招待で映画を見に

ゆく洋子に芝の郵便局から書留速達で出させる。

昼食後、洗足駅付近を散歩する。帰ってみたら、中島君が来てゐる。あゝ、

こんなことなら送るのではなかった！

令女界の散文の選をする。

雞が手に入る。スープをこさへる。子供たち帰りが遅いので、登美子と二人

で夕飯をすます。――六時半頃帰る。

3月30日(月) 晴

とにもかくにも二月以来ひっきりなしの仕事によくも頑張ったと思ふ。

久しぶりにのんびりと焚火などする。

午前、速達で約束のとほり、日置重男君(博文館)来訪。先日送った｢厚生船｣の

原稿につき相談。これは先方の希望が当然なので快く承知し、四月投下までに稿

を改めることに約束する。｢南方の詩｣を送る。

午後、子供等と専属駅近くの文房具店に原稿を買ひに行く。

博文館より速達。原稿送り来る。満鉄より招待の電報。あわてて出かけよう

とするところに芸術小劇場の山口君来る。｢印度｣を一部●改訂の上、上演させて

くれとの相談。承知する。

銀座、松本楼における満鉄の招宴に出席。…近藤、春山、湯浅、田郷、張、福

田、相馬、糟谷氏外二名の満鉄社員。

酔ったので途中で抜けて帰る。

○3月31日(火) 晴

今日ものんびり焚火。

令女界の散文の選を終り、小包で送らせる。

昼食は、先日買ったニハトリでスキ焼、一本つけさせて午睡する。登美子は

隣組の牛肉買ひに出かける。

丸ノ内ホテルにおける三光会の有志会に出席。

●塙董蔵先生上京を機にこの歓迎会を兼ねて浦敬一氏の顕彰碑や貞風会の件に

つき有志のみ集まったもの。

塙氏に挨拶。意外にも別れて三十年に近い小学時代の友人多々良庸信君に逢

ふ。同君はわざわざ新京から塙氏を同伴するために上京したとのこと。

帰りは千北研一君と堂々。

軽く一本つけて寝る。


