
私の池袋ー自由文化都市池袋とモンパルナスの文化

戦後７０年を節目として開催された「戦後池袋 ヤミ市から自由
文化都市へ」の企画から６年、今もう一度池袋の街が培ってきた
自由の意味を考えてみたい。殊に、「池袋モンパルナス」の名付
け親ともいえる小熊秀雄の行跡と彼を包んだ池袋の大正・昭和前
期の＜自由＞への時代相を重ねながら、小熊秀雄の詩集「流民詩
集」を取り上げ私を育てた＜故郷＞池袋への思いを述べてみたい。



2015年9月



池袋＝自由文化都市プロジェクトについて

•池袋は、立教大学、豊島師範学校、自由学園などが並立する学
園都市でしたが、戦争によって焼野原と化しました。池袋駅周
辺には、“ヤミ市”と呼ばれるマーケットがつくられ、復興や
人々の生活再建を支えてきました。

• 本企画では、戦前の機運を背景とする“自由文化都市”の視点
から池袋を捉え直し、新たなる出発の起点となったヤミ市の生
活風景、混沌から生まれた多義的な文化を肯定的に検証します。

• 戦後70年の節目の年に、ヤミ市という歴史のターニングポイ
ントを直視することで、戦後日本の歩んできた道と“自由文化
都市・池袋”の未来を考えるための契機としたいと考えます。



注意：：自由都市とは？？？

•歴史的用語「自由都市」：：中世ヨーロッパ、主にドイツを中
心とした地域における自治地域。封建領主からの自立性。日本
史でも、「堺」・「今井町」などのこと。

•「自由文化都市」は、「自由な文化を叫んできた都市、池
袋」・「自由な文化を未来へ発信する創造的都市池袋」であり
たいという思いを込めてのメッセージ。

•今回は、ことに前者、つまり池袋が自由な文化を発信してきた
地域であることを、池袋モンパルナスの生みの親である小熊秀
雄とそこに集まった若者またこの地域の持つ＜自由＞の意味に
ついて考えていきたい。 又、「私の」と限定したのは、きわ
めて主観的な池袋への私の思い入れがあるからです。



「2019年10月2日毎日新聞夕刊 私だけの東京」

• 故郷の北海道・函館から上京したのは高校卒業を間近に控えた１９６３年１月でした。戦前、地元で新聞社を経営していた父親が２カ月前
に亡くなり、母親と２人で上京、蒲田警察署そばの家へ越したのです。当時の函館は北洋漁業にまだ活気があって、ハイカラな街でした。
一方の蒲田は戦後の闇市の雰囲気が残り、混沌（こんとん）としていましたね。

• 池袋の立教大に進学することになりました。入学したのは東京五輪開催の６４年です。日韓基本条約締結に反対する学生デモに参加し
たこともありましたが、基本的にはノンポリでした。

• 日本文学科へ進もうと決意しました。元々、近世の江戸文学が好きで、中でも人間の営みと哀れを描いた井原西鶴の浮世草子「好色一
代女」に強くひかれていました。

• 運良く文学部への転部が認められて、勉学に励むようになりました。時代はベトナム反戦運動が盛んで、ルポライターにも憧れましたが、
結局、大学院へ進学しました。

• 先行き不透明な時期でしたね。博士課程時代に、横浜市立商業高の定時制で教えました。教育者としての原点です。今も当時の教え
子たちとは裸の付き合いをしています。その後、私立武蔵中学・高校の国語教員となり、放埒（ほうらつ）な教師でしたが、生徒から「ベケ
ン」と、あだ名で呼ばれた６年間は懐かしいですね。やがて山口県下関市の梅光女学院大短大部（現梅光学院大）に転じ、各地の遊里研
究などに１０年間励みました。

• 昭和の終わりに母校の助教授として池袋に戻り、長く教壇に立ちました。まさにホームタウンです。現在奉職する自由学園の歴史的建
造物「明日館（みょうにちかん）」（重要文化財）も立教の近くにあります。

• 振り返れば、この街には格式張らない良さがあります。メインにはならないけれ
ど、庶民の強さがある。地方出身者にも優しい。芸術文化に理解があり、サブカ
ルチャーの拠点でもある。周縁部、マイナーな部分を大事にする感覚が、私の
土壌となってくれた気がします。



小熊秀雄（ウイキペディアより）

• 1901年（明治34年）9月9日、北海道小樽市に生まれる。樺太泊居高等小学校を卒業。
1922年、旭川新聞社で新聞記者。この頃から詩作を始め、1928年、27歳で上京。雑誌
『民謡詩人』などに作品を発表。1935年に「小熊秀雄詩集」長編叙事詩集『飛ぶ橇』で
詩人としての地位を確立、自由や理想を奔放に歌い上げる作風で、詩壇に新風を吹き込
んだ。詩作にとどまらず、童話・評論・絵画など幅広い分野で活躍した。

• 小熊の最初の詩集「小熊秀雄詩集」の装幀をおこなった寺田政明ら池袋モ
ンパルナスの画家たちと交流し、みずからも絵筆を執った。なお「池袋モ
ンパルナスに夜が来た」という文で始まる詩を発表。「池袋モンパルナ
ス」の名づけ親も小熊といわれている。

• 漫画出版社・中村書店の編集顧問となる。原作を担当した漫画『火星探
検』（1940年）はSF漫画の先駆的傑作とされ、手塚治虫、小松左京、ら
に大きな影響を与えた。

• 1940年（昭和15年）11月20日、東京市豊島区千早町30番地（現在の東京
都豊島区千早）東荘で、肺結核により死去した。満39歳没。墓地：多磨霊
園・1981年妻「ツ子コ建立」。正面に「小熊秀雄」と記す。

• 「長長忌（ジャンジャン）」「ジャンジャンチュウヤ」長い秋の夜
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夕陽の立教大学 小熊秀雄



小熊秀雄デッサン 立教大学・池袋西口



ここに理想の煉瓦を積み ここに自由のせきを切り ここに生命の畔をつくる
つかれて寝汗掻くまでに夢の中でも耕やさん：：昭和42年建立

旭川 常盤公園 「小熊秀雄詩碑」



池袋年表１
• 明治36年（1903） 池袋駅開業

• 明治39年 滝乃川学園（石井亮一）西巣鴨に移転

• ・明治41年（1908）学習院目白に移転・「婦人之友」創刊・明治女学校廃校・明治42年（1909）東京府立豊島師範学校（池袋西口）。明治44年
（1911）王子電気軌道（都電荒川線）開業・智恵子、雑司ケ谷へ、「青鞜」の表紙画を描く。・明治45年（1912）成蹊実務学校（池袋西口）開校

• 大正2年（1913）東京市電池袋へ。野上弥生子「新しき命」

• 大正3年（1914）羽仁もと子、雑司ケ谷に社屋、自宅、婦人の友社「子供の友」創刊・講談社「少年倶楽部」創刊・成蹊中学校開校・東上鉄道（東
武東上線）開業

対独参戦（第一次世界大戦）・修身科批判・漱石「心」

• 大正4年（1915）明治女学校閉鎖・武蔵野鉄道（西武池袋線）開業

「ゴンドラの唄」・「恋はやさし野辺の花よ」流行・白蓮「踏絵」・芥川「羅生門」

• 大正5年（1916） 吉野作造「憲政の本義を説いて其の有終の美を済すの途を論ず」（『中央公論』1月）

小熊秀雄１５歳樺太高等小学校卒業

• 大正6年（1917）成蹊小学校創設（沢柳政太郎）・成蹊女学校：：活動写真男女客席分離・労働争議頻発・「コロッケの唄」流行：：ロシア革命

• 大正7年（1918）立教大学校舎本館・図書館竣工・城西実務学校開校

• 7月「赤い鳥」創刊・9月「立教大学」築地より移転・11月宮崎に「新しき村」：：米騒動・シベリア出兵11月 第一次世界大戦終結

• 大正8年（1919）吉野作造「デモクラシーとキリスト教」この年所謂戦後ブーム（土地投機など）一方で労働争議

• 大正9年（1920）

• 立教大学、私立大学へ昇格。・「赤い鳥」3万部刊行・「自由画」公募・ミドリヤ書店開業（花岡謙二・池袋モンパルナスの父）・滝乃川学園火災
（再興）：：日本最初のメーデー・国際連盟発足

• 大正10年（1921）1月 「芸術自由教育」発刊・4月 「自由学園」開校・（西村伊作「文化学院」開校）：：不況深刻化 東京で自殺者677件

ロシア共産党大会 小熊秀雄２０歳徴兵検査私生児であると知る

• 大正11年（1922）絵雑誌「コドモノクニ」創刊・日本童話協会設立（雑司ヶ谷）・

• 「自由学園」校舎（ライト設計）完成・大学令による大学として立教大学認可。

小熊秀雄２１歳 旭川新聞記者

• ：：日本共産党非合法で結成・武蔵高校設立



池袋年表２
• 大正12年（1923）

• 下中弥三郎ら「教育の新世紀社」結成。・9月1日関東大震災：：築地、立教中学校舎全壊・立教大学校歌「栄光の立
教」各節末尾に「自由の学府」を加え成立。（戦時中禁止）・11月日本キリスト教連盟成立：：普通選挙法案否決・
孫文広東で大元帥

• 大正13年（1924）

• 4月 「池袋児童の村小学校」（野口援太郎）創設・4月「川村女学院」創立 目白・成蹊実務学校、吉祥寺に移転（成
蹊女学校は残る）培風館開業

• 大正14年（1925）「青い鳥」発刊・東洋音楽学校、高田町に移転・児童の村、城西学園に。

• 大正15年（1926）1月 立教大学、ライフスナイダー「神と国の為」演説・2月 立教中学の池袋移転認可・5月1日
立教中学、自治組織「学校市会」発足。＜この年校歌成る＞10月 軍事教育反対運動

• 昭和３年（1928） 小熊秀雄27歳、妻子伴い3度目の
上京。杉並区堀之内に間借り。

• 昭和4年 （1929） 小熊秀雄28歳、以降長崎町西向に
在住・日本プロレタリア美術家同盟造形美術研究所を長崎に設立・

• 昭和6年（1931）「児童の村」城西学園中学部内に校舎新築・ 奈良慶アトリエ村を建設（「スズ
メが丘のアトリエ村・小熊秀雄30歳 プロレタリア詩人会入会

• 昭和7年（1932）フランス、ニース、第6回世界新教育会にて羽仁もと子講演＜この年校歌成）・ナルプ（日本プロレ
タリア作家同盟）参加

• ・左翼作家400名検挙・秀雄も最初の検挙・515事件・熊谷守一千早町に住む

• 昭和8年（193３）秀雄、小林多喜二検挙、虐殺の報に、藤森成吉を訪ね、藤森とともに勾留。秀雄、寺田政明と出会
う。

• 昭和9年（1934）児童の村「太陽の子供」創刊・自由学園、南沢に移転・池袋西口に沖縄料理店「梯梧」開店。長谷川
利行・寺田政明・小熊秀雄（33歳）・山之口獏・千家元麿ら集う



• 昭和10年（1935）『小熊秀雄詩集』上梓34歳・長編詩『飛ぶ橇』上梓 装丁寺田政明

• 昭和11年（1936）7月「児童の村」解散・10月「赤い鳥」廃刊・「少年倶楽部」75万部

• 小熊秀雄36歳、詩・小説・評論を雑誌・新聞に発表。自由詩型の旗手となり活躍。

• 226事件

• 昭和12年（1937）小熊秀雄「自由が丘パルテノン」（堀田昇一）のモデルとなる。

• 左翼系雑誌の廃刊相次ぐ。日中戦争。

• 昭和13年小熊秀雄最初の喀血（1938）国家総動員法

• 昭和14年（1939）聖戦美術展開催

• 昭和15年（1940）小熊秀雄39歳11月20日、千早町東荘アパートで死去

• 昭和16年（1941）銀座松山前菊屋ギャラリーで小熊秀雄遺作展 太平洋戦争

• 昭和18年（1943）美術学校生学徒出陣

• 昭和20年（1945）4月池袋空襲・アトリエ村壊滅 8月終戦

• 昭和22年（1947）小熊秀雄「流民詩集」（中野重治編）刊行（1940年刊行予定）



『流民詩集』：戦前は検閲のため
刊行できず、戦後昭和22年刊
行：＜通信詩集・愚鈍詩集・哀憐
詩集・漂泊詩集・愛情詩集＞から
なる
装丁・カット：井澤元一



「窓硝子」（『流民詩集』の内「哀憐詩集」より

夜の寒い部屋の中で火もなく ただ生きてゐる心をしつかりと

支えている肉体だけが座つてゐる 硝子窓にじつと呪はしい眼をおしつけて

戸外の暮れも押しせまつた街をみてゐる 喧噪もなく景品つきの騒ぎもなく装飾もなく

じりじり新しい歳にくい入らうとしてゐる 戦争もまだ止まない

避けがたいものは避けてはならない―と 強い聲がラヂオで吐鳴つてゐる

やさしい猫が窓際にやつてきて 向ふ側から硝子戸に體をすりよせ

内側の私に媚びたやうな格好をする

・・・・中略・・・・

こゝの裏街の雑ぜんとした私の二階住居 罵しる詩を書く自由を自分のものにしてゐなければ

私は到底かうしたところに住むに堪え難いだろう

自由はいつの場合もとかく塵芥の中で眼を光らしてゐる

幾人かの不遇なものゝために 生と死との間に自由を與へてゐるだらう

私はまたその間をさまよふのだ

冷たい凍つた窓硝子に 顔を寄せ十二月の街を見おろす」



馬の胴体の中で考へたい（『流民詩集』の内「哀憐詩集」より）

おゝ私のふるさとの馬よ
お前の傍のゆりかごの中で 私は言葉を覚えた
すべての村民と同じだけの言葉を
村をでゝきて、私は詩人になつた
ところで言葉が、たくさん必要となつた
人民の言ひ現はせない 言葉をたくさん、たくさん知つて
人民の意志の代弁者たらんとした
のろのろとした戦車のやうな言葉から すばらしい稲妻のやうな言葉まで
言葉の自由は私のものだ 誰の所有(もの)でもない
突然大泥棒奴に、
－静かにしろ 聲をたてるな― と私は鼻先に短刀をつきつけられた、
かつてあのやうに強く語つた私が 勇敢と力を失つて
しだいに沈黙勝にならうとしてゐる
私は生まれながらの唖でなかつたのを むしろ不幸に思ひだした
もう人間の姿も嫌になつた
ふるさとの馬よ お前の胴体の中で じつと考へこんでゐたくなつたよ
『自由』といふたつた二語も 満足にしやべらして貰へない位なら
凍つた夜、馬よ、お前のやうに
鼻から白い呼吸を吐きに
わたしは寒い郷里にかへりたくなつたよ





『池袋モンパルナス』期待しています
• 赤煉瓦の校舎を横目に立教通りを行けば、今は暗渠の谷端川
（やばた川）に小さな橋の痕跡があります。池袋モンパルナス
と呼ばれた時代、池袋で呑み、談論風発の勢いのまま長崎アト
リエ村に帰る芸術家たちにとって、この霜田橋はサロンと創作
の場の境界だったようです。

•やがて激しい戦時時局へ、戦争賛美以外の作品は許されないな
か、詩人小熊秀雄が「芸術の植民地」と呼んだこの地は「党派
を超えた解放区」であり続けます。軍の招集で満州に渡った画
家野見山暁治は「歯ぎしりのユートピア」と表現し、「あそこ
に１日でも戻って死にたい」と願いました。

•「池袋モンパルナス」再演に際して（新池袋モンパルナスまち
かど回遊美術館実行委員長 小林俊史）



自由学園と立教の校歌
「自由の歌」（山室善子作詞 近衛秀麿作曲）：：昭和7年1932年卒業式の歌

1天地治（あめつちしら）す 主をばたたえよ み手になりたる よろずのものよ

われらがしたえる よきものみなは ただ主にこそ 道あふるなり

2見よ火の柱 雲の柱の/我らの前に 常に進むを

日々にゆたけき たまものうけつ めざす自由をついにかちえん

「校歌 栄光の立教」 諸星寅一・杉浦補筆 島崎赤太郎作曲 辻壮一編曲

：：1926年（大正15年）卒業式

１ 芙蓉の高嶺を雲井に臨み 紫に追える武蔵野原に

いかしくそばだつ我らが母校 見よ見よ立教 自由の学府

２ 愛の魂正義の心 朝に夕べに 鍛えつ練りつ

邦家に捧ぐる 我らが母校 見よ見よ立教 自由の学府

３ 星経る幾年伝統受けつ 東西文化の粋美をこらし

栄光輝く我らが母校 見よ見よ立教 自由の学府



自由文化都市池袋の行方
•モンパルナス回遊美術館が語り継ぐ多様性・多文化共生は自由
都市の核⇒サブカルチャーの発信の源泉は、自由に基づく多文
化共生：：「流民」を迎える土壌

•多様な人材・多様な過去・流通都市池袋の寛容性の深さ

•外国籍住民数の拡大：：豊島区の役割（大学の役割）

•教育における多文化共生⇒自由文化都市の歴史的展望と未来像

•故郷再生：：故郷は、生まれ故郷を必ずしも意味しない。

『万葉集』333「故去之里」＜自分の過去の居場所＞

•付記：：小熊秀雄とキリスト教


