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研究資料

｢田郷虎雄日記｣

―― 1940(昭和15)年7月〜12月分の翻刻と解題

和泉司
✉sktmzi0918@gmail.com

1

本資料は、戯曲作家 ․小説家の田郷虎雄(1901-1950)の遺した日記(以下、｢田

郷虎雄日記｣と称す)の翻刻である。前号(�跨境�第7号)掲載の1940(昭和15)年1月

〜6月分に引き続き、同年の後半分を公開する。解題については、前号をご参照

いただきたい。

2

本資料は今回、｢田郷虎雄日記｣全体のうち、1940(昭和15)年の7月1日から12

月31日までの半年分を翻刻したものになる。残り5年分も、順次公開を続けてい

く予定である。

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。
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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 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。

3

｢田郷虎雄日記｣1940(昭和15)年7月~12月本文

【画像1】｢田郷虎雄日記｣1940(昭和15)~42(昭和17)年7月の｢諸事要録｣欄。
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【画像2】｢田郷虎雄日記｣1940(昭和15)〜42(昭和17)年7月1日〜2日の頁。

7月諸事要録

執筆

戯曲｢木枯｣�産業組合� 31枚

戯曲｢親父と息子｣�開拓画報� 20枚

小説｢亜細亜の柱｣�小学生の科学� 20.5枚

戯曲｢回覧板｣�雄弁� 28枚

感想｢農村の足音｣�日本の風俗� 10枚

※合計の記載なし。

収入

計198円

※詳細の記載なし。

7月1日 晴

朝産組の万年氏に明日中に原稿を送る旨、速達しておいて一心に机に向ふ。

昨日決定したテーマで書かうと思ふが、気が向かず、ユダヤ戯曲集の中の｢冬｣

もしくは自作｢機を織る家｣のテーマにしようかと思ひ迷ふ。

夕食に生ブドー酒一合を飲んで十時まで眠る。それから起きて机に向ふ。何

かなし心細い。
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夜中の三時、自分で飯を炊いて朝食をすまして眠る。

没法子！

没法子！

7月2日 晴

八時に目がさめる。家の中には誰もゐない。早速机に向ふ。

｢木枯｣なる戯曲の構想やうやく成り、ペンすべり出す。午後三時までに七分

どほり進む。明日午前、産組に持参することにして一先づペンを措く。

入浴、夕食。自分で産組へ電報を打ちに行く。

登美子、阿部君ところに○の用達に行く。

浅野氏より葉書

近藤氏より速達、開拓画報の原稿依頼。

7月3日 晴

朝、七時より｢木枯｣を書く。午後一時半、脱稿。稍々我が意を得たる作品と

なる。試験中にて早く帰宅した洋子に留守をさせて産業組合中央会に届けに行

く。普及課の萬年、松井俊夫両氏に逢ひ、しばらく素人演劇のことなど語る。銀

座に出てブラジルでコーヒーを飲んで帰る。会心に近い作を成した後なので何

かなし気持がよい。

                         

朝、上沢氏、少年文学協会の原稿を持って打合せに来る。夕方当方より上沢氏

宅に行く。

銀座で｢亜細亜の柱｣校正刷を送ってもらふために篠原君に速達。夕刻送り来る。

浅野氏より書籍三冊送り来る。

7月4日 晴

昨夜服用したテラポール(薬)のためか、体の ․ん
・

に元気全くなく｢亜細亜の柱｣

にも着手せず午前中を無為に過す。

午後は｢美しき世界｣を読みつゝ午睡。秋永君の来訪によって目をさます。一

時間ばかり喋る。

今月中に保高氏に紹介する旨を約して別る。

遊楽座(新国劇)の招待日なので、代理を頼むべき永井君を訪ふ。不在。酒一合

を飲んで眠る。九時半入浴(この留守に永井君来訪)仕事にかゝる。思はしくない

ので執筆を中止して｢美しき世界｣を読み了る。三時自分で朝食をすまして、四時

半就寝。

7月5日 晴

七時半、郵便屋さんの声で目をさます。｢愛国婦人｣より稿料五〇円送り来
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る。西局にとりに行く。局への通知未着のため受取れない。帰って、そのまゝ

机に向ふ。疲れて気乗りせず。

生ブドー酒一合近く飲んで昼寝。

7月6日

記述なし

7月7日

記述なし

7月8日

記述なし

7月9日 晴

朝から執筆(亜細亜の柱)調子面白からず。午後は中止。

小原一晃氏来訪—旗台後援会の件。

夜、生ブドー酒二合近くを飲んで眠る。十時に起きて執筆。漸く軌道に乗

る。明方三時に一時中止。

義勇軍の夕には、つひに欠席。

7月10日 晴 時々小雨

夜中三時に仕事中止。朝方二時間近く休む。七時半より執筆続行。篠原(誠文

堂)より原稿催促の電報。

丸尾君(少年クラブ)来訪。

一時、亜細亜の柱(第三回分、二〇枚)脱稿。とゞけに行く。神田駅よりタキ

シーを拾ふ。篠原君不在。

ブラジルでコーヒーを飲んで帰る。

夜、京子の試験もすんだので、一家で久しぶりシネマ(荏原劇場)に行く。

                         

小佐君、斉藤(荘)大山その他の諸氏より来簡。

篠原、斉藤、福田の諸氏に通信。

7月11日

記述なし

7月12日

記述なし

7月13日 晴

少女倶楽部の前田昌宏君原稿の依頼に見ゆ。前進座の水谷三重三君来訪、火野

葦平の｢雨後｣の脚色依頼。
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7月14日

記述なし

7月15日

記述なし

7月16日 晴

◎米内内閣総辞職

7月17日 晴

水谷君(前進座)に“雨後”の脚本プランを渡す約束の日。

水谷君午後五時頃来訪。プランを話し、筋書きを明日送る約束をする。

ビールを飲んで宵のうちに眠り、十時頃より雄弁の原稿にかゝる。

7月18日 晴

登美子、手つだひのために欠勤。早朝より執筆。午前中に素人劇用脚本｢回覧

板｣二十八枚脱稿。直ちに｢雄弁｣の柿田氏宛速達。

銀座に出てコロンバンで園池氏と会ふ。｢新満洲｣の原稿につき打合せ。それ

より同道で精動に海老原君を訪ふ。不在。虎の門でアイスクリームを食べて園池

氏と別る。

7月19日 晴

西沢君より頼まれてゐる｢日本の風俗｣の原稿を書く。思ふ通り書けず、思ひ

きって断はりに行く。是非にと頼まれて、つひに月曜日送ることに約束し、昼

食の御馳走になって帰る。

文藝春秋とセルパンを買って帰る。

大九郎が来てゐる。

夜、茶の間に四人寝る。暑苦しきこと限りなし。

×

近衛内閣、陸海外の三相内定す。

7月20日 晴

夜中の二時、目覚む。起きて｢雨後｣の脚色プランを練る。明方再び眠る。

京子、洋子、成績表を持って帰る。二人とも成績少しく向上。

登美子と午前中に帰る。

火野葦平原作、中央公論七月号所載｢雨後｣の脚色プラン成る。直ちに水谷君

(前進座)に速達で送る。

×

近衛内閣、今日も組閣完了せず。
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7月21日 晴

洋子と京子、ラヂオ体操に出かける。私は新聞を買ひがてら散歩。

新満洲より八月号(素人劇講座)の稿料送り来る。￥33。大九郎君、今日帰る。

昼食後、午睡。

夕食前庭木の手入れをする。

夕食後、入浴。自由ヶ丘にセルパンの七月号を探しに行く。

7月22日 晴

｢農村の跫音｣(日本の風俗)一〇枚を書き、西沢(春陽堂)宛、速達で送る。

×

｢雄弁｣の柿田義彰氏来訪。｢愛国回覧板｣の一部訂正を望むため。二十五日まで

の約束で承知する。

近衛内閣の親任式、組閣拝命の日より六日目なり。

7月23日 晴

登美子、サラリのことで出かける。朝から｢回覧板｣の書き直しにかゝる。午

後も続行。

夜、近衛首相の放送を聞いた後、京子の希望を容れて一家で散歩に行く。み

んなは阿部君の宅に寄り、私は兄を訪ふ。

×

近衛首相の放送は、言葉は柔かだが、相当つッこんだもので深い決心の程も

想像されるて
・

い
・

のものであった。日本も愈々一大変革の実現第一歩に入ったので

ある。

7月24日 晴

｢回覧板｣続行。午前中に脱稿したので自分で速達しに行く。午睡一時間、家を

出る。

新橋の明治製菓でコーヒーを飲み、精動本部に行く。受付が三時からだとい

ふので、銀座に出て、ブラジルでコーヒーを飲み、再び精動本部に行く。国民

娯楽脚本集編集委員会。給仕の間違ひで、会はやはり二時から始まってゐたの

だ。事業部長の外に出版課長も参加して熱心な会議がつゞけられる。散会後、委

員四人(藤森氏欠席)に海老原氏を加へて農村劇研究会のことを話し合ふ。

7月25日 晴

昨夕もらった速達(大日本連合婦人会の横田氏、河出書房小川氏)の返事、並に

浅野氏に｢保名｣の歌を聞く速達、三通を出しに行く。それから｢双十郎と少女｣の

改訂原稿にとりかゝる。正午脱稿、自分で速達しに行く。｢双十郎と少女｣はとう

とう約束の日までに書けなかった｢馬車と口笛｣の代りである。
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夜は日比谷東洋軒(三信ビル)に於ける竹越和夫君送別会に出席。この会で浅野

君と逢ふ。

7月26日 晴

防空演習で午後、登美子大活躍。

夕は兄一家を招く約束になってゐたが、兄たち中々やって来ない。七時過ぎ

にやっと来る。明日から山田温泉に出かけるため、その準備でおそくなったと

いふ。やっと手に入った二合の酒とビール一本を飲む。

7月27日 晴

前進座から依頼されてゐる火野葦平作｢雨後｣の脚色にかゝる。

国民娯楽脚本集編集会の通知(精動)が来、横田女史と約束の時間とかち合ふこ

とになったので、同女史に速達を出す。

阿部君来訪。二人で生ブドー酒四合を飲む。今夜は起きて仕事をつゞけるつ

もりであったが、そのために駄目になる。

7月28日 晴

｢雨後｣の脚色をやってゐるところに池田門太氏来訪。宮下氏の件。宮下氏と

徳永の父に手紙を出す。

洋子と京子、竹内氏の舞踊の会(三越ホール)に出かける。

夜、ブドー酒を飲む。宵の中に一睡して仕事をつゞけるつもりであったが今

夜も実行せず。朝まで眠る。

7月29日 晴

午前中執筆｢雨後｣の脚色。

午後、二時間ばかり便座に散歩に出る。ブラジルと明治製菓(新橋)でコー

ヒーを飲む。

三昧堂で｢東大陸｣八月号を求める。ライナルト ․ホープスの｢印度｣を読むた

め。

夕食に酒を飲む。眠る。九時半に起き、机に向ふ。心臓が怪しい。止して眠

る。

7月30日 晴

正午より三時まで、精動の招きによる国民娯楽脚本集につひての相談会。第

一ホテルにて。

集席者…堀切精動理事長、小松事業部長、古賀出版課長、海老原氏、藤森成

吉、関口次郎、上泉秀信、北村義夫、園池公功、久板栄二郎、岡田禎子、田郷。

右終了後、同ホテル大休憩室に医院だけで素人劇研究会の件につき打合せ。

その後で、上泉園池両氏と共に銀座に出、月ヶ瀬で｢しるこ｣を食ふ。上泉氏の御



246  研究資料

馳走。

7月31日 晴

午前中｢雨後｣の脚色。午後は休養。夕食後散歩に出で、歩きながら色々考へ

た。

超大作を書くだけの健康が恵れないものならば、せめてそれにや
・

け
・

を起して

酒を飲める程度の健康ぐらゐは欲しかった…。大きな天分も大きな健康も恵まれ

ないとすれば、人間あまりみぢめではないか…。

永井君の家を訪ふ。応□がない。大きな声で呼べばゐたのかもしれないが、

さうする程の逢ひたさでもないので、そのままブラブラと帰る。｢雨後｣の脚

色、少しばかりでお茶を濁して休む。

七月は案外の不成績であった。

8月諸事要録

執筆

脚色｢雨後｣草稿前進座 65枚

写真小説｢緑の回覧板｣�少女倶楽部� 22枚

小説｢亜細亜の柱｣�小学生の科学� 21枚

児童劇｢ひよこ｣�幼年倶楽部� 12枚

脚色｢雨後｣前進座 72枚

書簡｢長崎だより｣�ますらを� 1.5枚

改訂｢墓石(桜咲く丘の上に)｣(JOAK) 20枚

計140枚

収入

�開拓画報�(八月号) 40円

�小学生の科学�(八月号) 60円

講談社(�雄弁��少女倶楽部�) 150円

春陽堂(�日本の風俗�) 9円

計259円

8月1日 晴

ラヂオと共に起きて近くを散歩。

朝食後、直ちに机に着く。火野葦平の小説｢雨後｣の脚色に本格的にとりかゝ

る。午後には水谷君に渡す約束なので稿を急ぐ。三十枚出来る。午後四時。疲れ

てしまって中止。

水谷君(前進座文芸部員)五時頃来る。明日午後三時から四時の間に銀座のモナ

ミで原稿を渡す約束で帰ってもらふ。

前田君(少女倶楽部)に三日中に原稿を送る旨の速達を出す。
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8月2日 晴

朝七時版から仕事にかゝる。昨日のつゞき——雨後の脚色である。

午後二時残余の三十五枚(全部で六十五枚)の草稿を終了。

銀座のモナミにて水谷君を待ち、草稿のまゝ渡す。小松で水谷君とランチで

夕飯。——土用うしの日なので、ウナギを食ふつもりだったが、節米令により五

時にならなければ飯が出ないのである。

夜、疲労のためか頭痛がする。茶の間に寝込んで｢少女倶楽部｣の小説のこと

を考へる。

                         

開拓画報から四〇円送って来る。

哲子(奉天)から速達。

8月3日 晴 夜は雨

昨夜、催眠剤を使ったためか頭がモーローとしてゐる。午後三時には前田君

が原稿を受取りに来ることになってゐるので焦るのだが、なかなか名案が浮か

ばず。つひに筋書だけをまとめ、写真とその場面をよく説明して前田君にわた

す。原稿は明日中に速達で送る約束をする。気の毒ではあるが、しかし、プラ

ンは案外によく前田君と喜ぶ。

夕食後、入浴。机に向ふ。明日中に書き上ぐべき原稿の冒頭を少し考へて、

ラヂオの虎造氏を聞く。酒一合飲んで眠る。

8月4日 雨

昨夜の酒は全く意味がなかった。それどころか大変な災ひであった。懸念し

てゐた扁桃腺炎が果して悪化した。熱さへ少し出たやうだ。それでも前田君の方

の原稿は今度といふ今度、書かないわけには行かぬ。がんばって書く。が、と

うとう一回分でへたばる。

宮下彌八郎氏上京。

扁桃腺を悪化させないために、氷を買はして冷す。

8月5日 晴

扁桃腺炎いよいよ本格化す。が、前田君の方の写真小説第二回分を努力して書

き、洋子に持参せしめる。

夜、園池氏邸で素人劇研究会の発起人会で之には是非とも出席したく思ってゐ

たが、どうにも気分がすぐれない。登美子に電話で断はらせて欠席する。

アルバジルが品切れの由で、登美子ヂセプタールを求めて来る。

×

午後、三上文子嬢来訪、松の絵をもらふ。
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8月6日 晴

洋子京子、宮下氏と鶴見に行く。

亜細亜の柱を書くべきだが、大事をとって終日静養。

ひっきりなしに氷で冷し、ヂセプタールの服用をつゞける。

8月7日 晴

手当が早かったためか、ジセプタールの効目か本日より稍々気持よくなる。

亜細亜の柱の草稿をしてみる。思ひの外、すらすらと書ける。

登美子日直。

夜、宮下氏と池田弁護士を訪問。

園池氏より五日の会合につき報告あり、返事を出す。

8月8日 晴

亜細亜の柱の清書にかゝる。昨日案外すらすらと書けた草稿は、さて考へて

みると全く駄目。新に書き直す勇気なく中止。

夜は寝がてに宮下氏と酒少々飲んで休む。

8月9日 晴 夜、雨

五時起床。六時から仕事にかゝる。二時頃｢亜細亜の柱｣第四回分、脱稿。途中

難航だったが、出来上りは案外よし。洋子と京子に市内の局から速達させるため

に、阿部氏宅に遊びにやる。

宮下氏は今日人事調停裁判のため横須賀に出向く。

水谷君(前進座)脚色｢雨後｣の草稿につき同座文芸部の意見をたづさへて来訪。

意見一致したので、十四日までに脱稿の約束をする。

×

久板夫人の告別式、参列できず速達を出す。

8月10日 雨

昨夜の酒、やはりよくなかった。扁桃腺少々怪しくなる。ヂプセタールを用

ふ。

午前中、昨日の波に乗って｢亜細亜の柱｣第五回分の草稿をする。十五枚書く。

午後、幼年倶楽部、少女倶楽部の原稿のプランを考へながら二時間も昼寝す

る。

夕食前、散歩がてら太平堂書店に行き、新亜細亜、大亜細亜主義、並に洋子の

ため｢病院船｣をとって帰る。

二時間の昼寝の祟で、夜おそくまで眠れず閉口する。

8月11日 雨

咽喉の痛みはとれたやうだが、不快な頭痛がする。
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幼年倶楽部の児童劇｢ひよこ｣十二枚脱稿——昔の習作｢雛子の春｣を、すっかり

改めたもの。午後二時ごろ洋子に速達させる。

終日、雨。

こゝ数日、東京は秋の半ばの涼しさがつゞく。

こゝのところ各雑誌社からの送金中絶の形で、ふところも亦涼しすぎる。

×

朝、上沢謙二氏｢少年文学作品集｣の後記原稿持参さる。直ちにこちらからも出

かける。

少年文学の幹事会は欠席する。

8月12日 晴

数日ぶりの天気。苦しくても夏は暑い方がよい。この数日というもの全く秋

の半ばの涼しさだった。今日は幾分夏らしい陽気だ。

午前、来年新年号より少女クラブに連載する写真小説のテーマを決定し、そ

のプランを前田君宛に速達する。

午後から宮下氏は散歩に出で、夜八時ごろ帰る。

今日は外野村君たちの劇団の会で私は相談役として出席の予定だったが、い

ろいろの都合で欠席。速達でことはる。

夜、放送局教養部より国史劇｢光圀の尊皇｣の執筆を速達で依頼し来る。

8月13日 小雨

昨夜おそくまで眠れなかったので、いつものやうに朝早く起きたが、ちょっ

と頭が冴えない。一眠りする。

八時過ぎから仕事にかゝる。｢雨後｣脚色の清書である。午後四時頃までに二

十枚出来る。

洋子京子、美知子の家に行き、泊る。

誠文堂より六〇円送り来る。

宮下氏は人事調停裁判で早朝より横須賀に行き、夕方おそく帰る。いよいよ

十六日に快結する運びに到った由。

金比良に速達を明日出すことにする。

8月14日 晴

六時半から仕事にかゝる。昨日よりひきつゞきの｢雨後｣の脚色である。午後

四時までに五〇枚出来る。水谷君(前進座)原稿を受取りに来る。明日午前中に速

達する約束をする。洋子京子今日も美知子の家に泊る。

金比良町に金参円速達で送る。悦ちやんの新盆である。

夜、講談社から稿料百五十円書留速達で送り来る。同時に前田(少女クラブ)君

からの速達。



250  研究資料

8月15日 晴

七時から仕事にかゝる。昨日よりひきつゞきの雨後の脚色である。正午まで

に七十二枚脱稿。洋子に速達で送らせる。六〇枚の注文に対して十二枚の超過だ

が、ひとまづそのまゝ送ることにする。

洋子と共に家を出て日本橋の三和銀行に行き、昨夜講談社から来た小切手百五

十円を現金に換える。

銀座に出、三昧堂で｢美しき暦｣を求め、明治製菓でコーヒーを飲んで帰る。

新橋のプラットフォームで、もと張家口にゐた東君に会ふ。(文祥堂で、雑用の

万年ペンを買った)

萩子さん富士で来る。

夜、汲取りのことで磯部君(町会長)を訪ふ。

8月16日 晴

午前九時、園池氏を訪問。五日の素人劇研究会の世話人会の報告を聞く。

久しぶりに京王電車に乗る。久板栄二郎君を訪問。夫人の告別式に列席出来な

かったので、弔問に行ったわけである。故人の霊前に香花を供へ、久板君より故

人のことなど聞く。同道で新宿駅に出、そこで別る。東京駅に行き、明日の鳥羽

行の切符を買ふ。銀座に出で、買物ををする。

宮下氏人事調停裁判より帰る。今日は解決を期待してゐたのだが、相手方の

不当な申出により決裂したる由。夜、宮下氏夫妻と同道で池田門太氏を訪ふ。

帰宅してから急に歯が痛み出す。

                         

上沢氏、作品集のことにつき報告に見えらる。

8月17日 晴 コノ日ヨリ旅行

気分甚だ悪し。吹出物がし微熱あり。正午まで眠る。

午後、｢ますらを｣編集の阿久津氏原稿依頼に来る。仕方なくなく
ママ

一枚半書い

て送る。

午後九時、登美子と洋子に送られて京子と共に家を出る。宮下氏東洗足駅まで

荷物を持って送って来る。

午後十時二十五分東京駅発の鳥羽行の準急列車に乗る。超満員で、やっと二人

分の座席をとる。が、案外苦痛も感じず。うとうとと汽車の中に夜を明かす。

前進座に速達(雨後の初稿)

8月18日 晴 松坂市

記者の中で迎へる朝の光ぐらゐ嬉しいものはない。あゝついひに一夜が明け

た！といふ感じが深い。午前八時半、無事に松坂駅に着く。穂積が迎へに来てゐ

る。穂積とは久留米で逢ったきりだから殆ど十年ぶりだ。タクシーで穂積の家
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に着く。初めて美彌子と美穂子に逢ふ。汽車弁で朝食はすましてゐるので、かん

たんに茶漬をもらって、正午まで眠る。

昼食後、美彌子の案内で松坂公園に出かける。京子は｢松坂の一夜｣を思ひ出し

たものか、｢本居宣長の話｣といふ小柵子を求め、自分は市内の地図を買ふ。

夜はビールを二人で二本飲み穂積の案内で市内見物に出かける。神楽座とい

ふ劇場(シネマ)を覗き、喫茶店でソーダー水を飲んで帰る。

8月19日 晴 伊勢参宮

穂積の一家と共に、伊勢参宮に出かける。この五月に修学旅行で来てゐる京

子にとっては二度目だが、自分には生れて最初の参宮である。

外宮から先に詣で、すぐに内宮を参拝して、土産物屋で一休みする。内宮も

外宮もその規模や感じに於て明治神宮程の荘厳さも感じられないが、日本国民と

して参宮を終へたといふ喜びは流石に大きい。

こゝから美彌子は子供と共に帰り、僕等だけ二見浦に向ふ。二見浦の側の岩

は呆れたシロモノだが、海水浴場としてのこの海は案外に快適だ。海岸の休憩場

の脱衣場を借りて用意をし早速泳ぐ。京子も穂積も大いに喜ぶ。

夜、高柳氏(勢朝社主)を訪ふて挨拶したる後、市内を散歩する。

8月20日 晴 東黒部村(松坂市外)滞在

朝、一人街に出て書店を覗き、文芸九月号を求める。

美彌子に案内されて市外東黒部村(多気郡)に行き、平谷氏(大阪朝日新聞販売

店)方を訪れ、そこに着物を脱ぎ捨て、東黒部の海岸に泳ぎに行く。平谷氏の家

から歩いて二十分ばかり。白い砂の中々よい海岸だ。遠浅なので京子にも都合が

よい。泳いだり、貝を拾ったりする。にしをみんなで五、六十ばかりもとる。

穂積も来り。案外この海が気に入ったので、二三日平谷氏方に滞在して海水浴を

することを思ひ立ち、穂積に相談させ、早速さうすることにする。

穂積は一旦松坂に帰って当面必要の荷物を持って来てくれ、夜は自分も泊っ

て行く。

京子と二人、原始的な生活をここで送ることになる。

8月21日 晴 東黒部村第二日

昨夕は、京子と二人でローソクや蚊取線香を買って来て、山上のキヤンプ生

活のつもりで一夜を送ったが、案外らくらくと一夜が明ける。

朝食後、早速海水浴に出かける。昼食に帰り、一睡して又泳ぎに出かける。

夜は、京都明日の二日この村にかゝる村芝居を見に行くつもりで、出かけてゐる

と、丁度そこへ穂積が釣に行かうと言ってやって来る。芝居を止して釣に出か

ける。穂積と釣りに行くのは少年時代以来のことだ。始めのうちはなかなか釣

れずそろそろ飽きかけてゐるところに、自分が始めて一匹…それもスズキの子
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を釣上げる。それから平戸でいふチンの子を二人で十四匹も釣上げ、大漁々々と

いひながら帰る。既に十二時だ。平谷氏の好意の酒を二人で飲み、穂積は夜道を

自転車で帰る。

8月22日 晴 東黒部村第三日

朝食をすますと、昨夜のエサが残ってゐるので、早速、京子と二人で今度は

川に釣に出かける。平谷氏の話では池では鮒が釣れるとのことだったから出て

きたのだが、池が見つからなかったので川に糸を垂れる。も少し早く来ればよ

かったのだが、もう日が高いので余り釣れない。それでもハゼが二匹、真黒い

妙な魚…村の子供に聞くと、ズボといふ魚ださうだが、、そのズボが二匹、計

四匹の獲物だ。その中の一匹は京子の獲物。昼食後、また海に出かける。

高柳夫人が老母や子息達と泳ぎに来られ、京子にお土産を頂戴する。今日は

波があるので少ししか泳がず貝を掘る。

穂積から呼出し電話。登美子と放送局から速達が来てゐるとのこと。夜、平

谷氏に持って来てもらふことにする。夜、村芝居に出かけたが、一足先に帰っ

て東京からの速達を読む。

——以下、八月六日の欄に記す

                         

八月廿二日の補遺…①

東京からの速達を例の十七銭のローソクの光で読む。登美子のには留守のこ

とが色々と報告してある。放送局からのは九月十一日の放送の件についての打合

せだ。穂積からいつ東黒部を切上げるか決定したら平谷氏にことづけて知らせ

てくれとのことなので、明廿三日午後ひき上げる旨を書いて平谷氏にことづけ

る。

——以下、八月七日欄に記す。

                         

八月廿二日の補遺…②

そのうち京子も帰って来たので、昨夜の残りの酒を飲んでゐると、平谷氏が

おすしを持って来て、長々と話しこむ。この人は大変いゝ人だが、話し好きす

ぎるのには少々持てあます…。

8月23日 晴 東黒部→松坂

村里の物置の二階を借受け、しかし、そこにキヤムプ生活程度の道具をそろ

へ、十七銭の大ローソクで京子と二人で暮した原始的な数日の生活は愉しい思ひ

出の一つとなるだらう…。が、今日はもうこゝを引き上げなければならぬ。幸

か不幸か、忙しい体なのだ。東京には仕事が待ってゐる。思ひ残すことなく、

泳ぐために京子と朝から海に出かける。一泳ぎして昼食に出かけてゐると穂積

がやって来た。一緒に自分らの部屋で昼食をし、一休みして又海に出かける。泳
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ぎ且つ貝(にし)を拾ふ。しばらくの間に四五十のにしを拾ふ。遊びすぎて穂積は

バスに乗りおくれ、あわてゝ帰る。私と京子はゆっくり準備をとゝのへれ、六

時のバスに乗る。…平谷氏に十円、小母さんに一円お礼をおく。

松坂のバス停留所には穂積と美彌子が迎へに来てゐる。お湯に行き、高柳氏

の招宴に赴く。酒、少しく過ぎて穂積の家に帰り着くや否やそのまゝ眠ってし

まふ。

8月24日 晴 この日、松坂を去る。

酒で眠った時のいつものくせで夜中に目が覚めてしまふ。とうとう穂積を起

して話をする。夜が明けるや否や一人ぬけ出して松坂駅近くを散歩する。一度

帰ってから穂積や京子と共に再び駅前にある本居宣長翁史跡保存会の売店で色々

土産物を買ふ。穂積の家にも記念に三円八十銭の番茶器を残し、穂積からも登美

子や洋子にお土産をもらふ。

昨日とったにしを肴に朝食の時に別離の酒を汲み交す。よい気持になって暫

くうとうとする。登美子から速達が来る。河出書房(現代戯曲)の校正刷が入って

ゐる。

穂積が別れを惜しんで私の好物の｢サザエ｣に｢アワビ｣に｢カニ｣を集めて来

る。十二時過ぎ弟の家を出る。高柳氏宅に挨拶によって、一時四十六分初の名古

屋行に乗る。穂積が送って来る。三時二十八分名古屋に着く。広小路通りでお茶

を飲んで四時三十二分発の塩尻行きに乗る。

——以下七月六日欄に記す。

                         

八月二十四日の補遺…①

明日、小諸の古城趾を見るべく今夜は木曽福島か塩尻に泊るつもりで、この

汽車を選んだのだが、考へ直して千種駅(名古屋から二つ目)まで来てからあわ

てゝ電車で名古屋に引返す。午後十一時二十七分の長野行きに乗ることに肚を決

めて、時間もたっぷりあるので、ゆっくり名古屋見物をすることにする。

まづ朝日新聞名古屋支社の地下食堂でジョッキ一ぱいの生ビールで夕食をと

り、たそがれの名古屋市を京子と二人悠々と漫歩する。森永の喫茶店でノドをう

るほし、それより名古屋城を見に行く。既に夜で、之は見ることが出来ず。

ゆっくり夜の町を見物して早目にステーションに行き、いよいよ長野行の列車

に乗る。

以下七月七日欄に記す。

                         

八月二十四日の補遺…②

汽車はこゝが始発なので二人とも二人分づつの座席をとることが出来、京子

は悠々と明方まで眠って過すことが出来たが、自分は同車内の田舎者のために妨
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げられ、とうとう眠らないで夜を明かす。

8月25日 晴 長野市→東京

塩尻近くになって眠ったのであらう、気がついたときにはもう長野近くで、

昨夜来の不愉快な大和から来たといふ青年の一行の姿はなくなってゐる。

午前六時三十四分、長野駅に着く。駅で洗面をすまし、家に電報を打ち、荷物

を一時預けして、バスで善光寺に詣でる。二人で一円四十銭の寄進をして宝物殿

を拝観し、本堂の床下めぐりをして、いはゆる｢極楽のカギ｣に触れる。それか

ら、駅までの道を京子とゆっくり歩いて見物する。長野は流石に高原の街だけに

空気が澄んでをり、何かなしすっきりとして気持がよい。小諸に降りて城趾を

見る予定は京子が疲れてゐるので中止し、駅前の店々で土産物を買ったり、名物

のソバを食べたりして呑気に時間をつぶす。駅に来て、穂積と金比良町と園池氏

に手紙を書く。

午後一時三十五分発上野駅の臨時準急に乗る。

——以下七月八日欄に記す。

                         

八月二十五日の補遺…①

この汽車は乗客甚だ多く始発駅からして超満員で、やっと座席を見つける。

二人ともお腹はふくれてゐるがノドのかはき甚だしくリンゴとアイスクリーム

を求めて食べる。

高原の間を走る汽車は、疲れている身にも甚だ気持がよい。足かけ九日目に

家に帰るといふので汽車が上野に近づくに従ひ、京子もしきりにはしやぎ出

す。

二十分ばかり延着して、しかし無事に午後七時過ぎ上野に着く。洋子と思ひ

がけなかった大九郎君が迎へに来てゐる。但——

以下七月十一日の欄に記す。

                         

八月二十五日の補遺…②

但、大九郎君はその夜、岩手に立つといふので有楽町駅で別れる。

無事家に着く。

足かけ九日の小さい旅をこゝに終る。短い小旅行ではあったが、予想以上に

面白い旅であった。弟夫婦が割に堅実な生活をしてをり、そして自分等を心から

歓迎してくれたことは満足の至であった。又、出かける前の二週間余り、殆ど完

全に健康の日が一日もなかった私が向ふに滞在中、爽快な日々を送ることが出来

たことはこの上もなく幸福だった。

——以下七月十二日欄に記す。
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八月二十五日の補遺…③

齢四十、不幸にして人並以上の健康を恵まれることの出来なかった私、

否々、少年の日より幾度も生死の境をさまよふ程の病気をした私としては、残る

半生に健康を計算に入れぬ大野心を持つことは到底望み得ないことだ。…とすれ

ば、せめて清き旅行でも幾度かつゞけて出来得る限り、病を少くして出来得る限

りよい作を残さうと思ふ。しみじみさう思ふ。そして今度は洋子をつれて出か

けよう。そのつぎは登美子と北海道に出かけよう。

8月26日 雨、午後は暴風雨

今日から早速仕事だ。まづ｢猪之吉｣｢双十郎と少女｣(河出書房版現代戯曲)の校

正を急がなくてはならぬ。午前中これを終って速達する。午後は留守中に…否、

出かける前から、たまりにたまってゐた書類や新聞の整理をする。ちょっとの

つもりだったが、沢山たまってゐるので、夕方までかゝってしまふ。どっちみ

ちこのついでにと思って夜もその方にかゝってしまふ。

8月27日 晴

九月四日放送の素人劇脚本｢桜咲く丘の上に｣の改訂にかゝる。なにしろ自分

の作とはいへ、五三枚の原作を二〇枚にし、十人近くの登場人物を四人に減少す

るので簡単に行かない。それにどうしてことか、朝から頭痛激しく微熱さへあ

るので午前中で中止する。昼食後一睡してゐると前進座演出部長の西片氏来訪。

例の脚色｢雨後｣についての相談だ。今月一ぱいにもう一度書き直して欲しいとい

ふのだが、とてもその暇がないのでその旨答へる。夜、芝の兄の家に行く。

ビールを少々飲む。頭痛愈々激し。嫂より頭痛薬をもらってのみ、一眠りす

る。けろりと癒る。

8月28日 晴

昨日の頭痛薬甚だよく効いて今日は気分爽快。早速｢墓石｣(桜咲く丘の上に)に

かゝる。どうしても枚数が超過する。十一時ごろから三度やり直して、やっと

二十三枚にまとまる。プリントが出来てからカツトするつもりで、そのまゝ送

ることにする。持参しようかどうかと迷ったが、けっきょく速達する。

ところが、六時近くになって坂本朝一氏(放送局文芸部)が原稿をとりに来

る。恐縮する。

高柳、平谷、園池の諸氏に手紙を書く。

登美子(日直)六時頃帰る。

×

今日、近衛公の新体制声明発表あり。

8月29日 晴

嫂からもらった一服の頭痛薬がよく効いて気分は今日もよいが、そのくせ何
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か倦怠の気持で仕事がはかどらない。九月十一日放送の国史劇の脚本は午前中だ

けで中止して、午後は洋子に手つだはせて新聞の切抜を整理する。久しくやらな

いので、殆ど夜の十時までかゝる。…新体制準備委員会の記事は新聞の全面を保

存することにする。後生にはこの記事も一つの歴史的記録となることであら

う。

穂積から原稿用封筒のことにつきハガキ二通来る。さっそく返事を出す。

×

西村俊成氏(講談社)から手紙。

坂本朝一氏(放送局)へ手紙。

8月30日 晴

｢光圀の尊皇｣にとりかゝる。少しも気乗りがしない。午前中に八枚ばかり草

稿して午睡する。

午後も打込んで仕事をする気力になれない。焦ることを止めよう。明日は出

来さうだが、明日今日の仕事を完成して、精動の脚本は九月一日と二日に書くこ

とにしよう。

夜、留守番ばかりしてゐた登美子や京子のため、銀座に出ようかとも思った

が、止して、茶菓を用意してラヂオを聞く。

                         

園池氏より手紙。…九月四日の放送の件。

穂積に百科事典のことで手紙を出す。

福岡恒彦氏(放送局教養部)より速達。

8月31日 晴

｢光圀の尊皇｣今日は〆切の日だが、一向に気乗りがしない。昼食後一時間余

り眠る。それからまた執筆にかゝる。…が、つひにペンを投げて福岡君に電話

をかける。不在。金谷君を呼んで明日まで待ってもらふやう頼む。

みんなは夏休みの最後の日といふので、荏原劇場に出かける。一人留守をし

て｢ひよこ｣のカツトにかゝる。出来あがる。

お隣からもらった甘いブドーをさかなに生ブドー酒一合を飲む。

みんな帰って来る。

                         

藤崎亀之助氏より手紙。

9月諸事要録

執筆

国史劇｢光圀の尊皇｣JOAK 21枚

脚本｢ある日の水戸黄門｣国民精神総動員中央連盟 35枚
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小説｢亜細亜の柱｣�小学生の科学� 20枚

随筆｢村芝居｣�東宝� 8枚

戯曲｢将軍の宝｣�女子青年� 17枚

計101枚

収入

�幼年倶楽部� 22円

放送局JOAK 車代 5円

洛陽書院(戯曲集�螟蛉子�印税の内金) 100円

前進座(｢雨後｣脚色謝礼) 100円

放送局(九月四日分)著作権料 60円

�小学生の科学�十月号 63円

計350円

読書

ラルフ ․フオツクス｢成吉思汗｣

小林高四郎訳｢蒙古の秘史｣

豊田三郎 ․小説｢北京の家｣

9月1日 晴

六時に起きて朝食後直ちに机に向ふ。国史劇｢光圀の尊皇｣だ。大変な難航で終

日かゝったが、出来あがりの成績は案外によい。直ちに洋子に速達させる。然

るに、今晩速達しても普通で出しても向ふに付く時間は変らぬから普通に出せと

いったからとて帰って来る。自分で出かけて速達にさせる。

今日から防空演習だ。

明日から二学期でみんなは学校だ。少し不便にはなるが、家の中は静かにな

らう。

九月四日放送の｢父の碑｣の放送用台本三部速達で送り来る。早速整理にかゝ

る。

                         

西村氏(講談社)と福岡氏(放送局)に原稿を速達。

9月2日 晴

今日からみんな学校に行く。

四日放送の台本(父の碑)の改訂をして放送局(坂本氏)と演出者(園池氏)にそれ

ぞれ速達、自分で出しに行く。

精動の脚本は｢ある日の水戸黄門｣とすることにきめ、早速取りかゝる。

放送局に送った原稿を参考にしたく思ひ、登美子に電話をさせたが、要領を
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得ないので自分で出かける。金谷君に逢ひ、すでに印刷に回ってゐるといふか

ら、今夕中に速達してくれるやうに頼み、銀座に出る。(放送局で元講談社にゐ

た伊東君に逢ふ。現在は子供のテキストの編集をしてゐる由。)旅行から帰って

始めての銀座だ。ブラジルでコーヒーを飲む。

——以下七月十四日の欄に記す。

                         

九月二日の補遺

三昧堂で｢新亜細亜｣｢時局情報｣を求め、ブラジルで一休みして帰る。

夕食をしてゐるところに坂本朝一君(放送局文芸部)来る。四日放送の｢父の碑｣

中、印紙の件を逓信省の希望で改訂してもらひたしとの相談。承知して夜その方

の仕事をして自分で速達に行く。

生ブドー酒一合を飲んで眠る。

9月3日 晴

昨夜は待ってゐた｢光圀の尊皇｣の原稿が、とうとう来なかった。今朝こそ来

るだらうと、ひた待ちに待ったが、つひに来ず。

八時、あきらめて｢ある日の水戸黄門｣を書く決心をする。何しろ編集委員を

引受けてゐるのだから、さう遅らすわけに行かない。今日の午前中に届ける約

束だったが、三時近くにやっとどうなりかうなり出来る。ヒゲも剃らずに家を

飛出し、精動本部に駈けつける。丁度、精動本部を出ようとする園池氏と、ばっ

たり出会ひ、一緒に海老原氏を訪ひ原稿を渡す。六日が編集委員会の由なので、

右の原稿、海老原氏が目を通したら、一応返してもらって、もう一度手を入れる

ことにする。

今夜は｢父の碑｣のテストなので、園池氏と銀ブラをする。千疋屋で、軽い食

事をとって、国民劇運動のことなど話し合ひながら

——以下七月十五日欄に——

                         

九月三日の補遺…

銀座からぐるりと大回りをして放送局に行く。小林文芸課長や係の坂本朝一

君に会ひ、六時からのテストに立会ふ。

母…杉村春子

清太郎…伊東薫

伯父…松本要治郎

娘…荒木道子

といふ配役だ。二回稽古の後、スタヂオで二回テスト。成績は案外よろし

い。時間がオーバーするので、私自身で大カツトをする。

放送局より車代五円をもらふ。園池氏と新橋でコーヒーを飲んで別れる。
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9月4日 晴 農村劇｢父の碑｣放送の日

｢亜細亜の柱｣にかゝらうか、｢ある日の水戸黄門｣にしようかと、色々迷った

が、けっきょく楽な｢黄門｣の訂正にかゝる。午後までかゝって完成しない。夕

方になって放送局(教養部)から｢光圀の尊皇｣(原稿の方)が送って来る。夜も｢黄門｣

をつゞけてやっと完成。

                         

今夕七時四十分から二十分、｢父の碑｣の放送だ。一家四人で聞く。まづまづ

成功といふところ。

                         

昨夕の残りの一合(日本酒)を飲んで眠る。

9月5日 晴

｢ある日の水戸黄門｣の原稿を整理しあとがきをつけ、小山君の｢美しき村｣を

読んで、上泉氏の｢雷雨｣と共に園池氏に速達する。そのまゝ五反田に出て、印度

に関する本二冊と回教世界九月号を求め、コーヒーを飲んで帰る。本屋の店頭に

近藤君や福田君の著書が出てゐる。流石に反省させられる。…この日、いよいよ

本格的戯曲に近くとりかゝるべく、決意し、まづ成吉思汗の研究に着手する。

                         

今日は久しぶりでまた目茶苦茶に暑い。

                         

夜｢亜細亜の柱｣を書く。

                         

海老原氏(精動)から明日の集会につき速達。

9月6日 晴 今日から防空訓練

｢亜細亜の柱｣を少し書いて、十一時頃、家を出る。精動本部主催の農村劇に関

する座山下位に出席するためである。場所は虎の門の晩翠軒。

出席者…石川真作(西多摩郡青年団長)、松田甚次郎(山形県)、竹本利三(大分

県)。委員側は上泉、園池、田郷。精動側から事業課長と海老原氏の外に一人。…

まとまった話は出なかったが、実際家たちの話には聞くべきもの多く得るとこ

ろは、かなり多かった。

午後三時、精動本部に帰り、会議室脚本集第二集の編集委員会。

散会後、上泉氏へ園池氏と虎の門でお茶を飲んで別れ、銀座の三昧堂に行

く。一両日前まであった｢成吉思汗ハ義経ナリ｣がもう売れてしまってゐるの

で、がっかりする。

                         

海老原氏から原稿紙千枚もらった。
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9月7日 晴

今日中には是非｢亜細亜の柱｣(第五回)を脱稿するつもりだったが中止。ラル

フ ․フオツクスの｢成吉思汗｣(加藤朝鳥訳)を読む。

嫂と美知子が来て泊る。

                         

このごろ、また頭痛がしきりにする。登美子が求めてきた｢カムナ｣を服用す

る。

今年に入って、しみじみ体の弱くなったことを痛感する。殊にこの時々つゞ

いて起る頭痛は気になって仕方がない。早くよい仕事をして悠々天命を待つ気持

になりたいものだ。

9月8日 晴

嫂だけ午前中に帰って美知子だけ残る。美知子は洋子と共に、宿題の文芸評論

をやるのだと力んでゐる。美知子は｢あしながおぢさん｣洋子は｢薔薇は生きてる

｣を評論するのださうだ…。

午後、大山功君から母堂逝去の速達が来る。日曜ではあるし丁度手もとに金

がないので、登美子から美枝さんに電話をさせ、洋子をとりにやって家を出

る。洋子とは五反田で落合って大山家を訪れる。西澤君と水木氏が来てをり、一

足おくれて川島君も来る。友人知己への通知状を手分けして書く。大島広光、白

井正雄の諸君も来り。友人ばかりで通夜をやり、十一時ごろ大山家を辞す。外は

防空訓練中で、真暗である。

9月9日 雨

今日は是が非でも｢亜細亜の柱｣を送らなければならぬ。毎月々々こゝまで押

詰らなければ駈けないとは我ながら困ったものだ。書いて書いて書きまくって

午後三時近く脱稿。出来栄が自分では見当のつかない出来方である。自分として

はひどく不満だが、ひとまづ速達で送り、悪かったら書き直す旨の手紙を添

へ、洋子に出させることにし、一緒に家を出る。マーブルに於ける大陸開拓文芸

懇話会と農民文学懇話会の協議会に出席するためである。久しぶりに近藤、福

田、湯浅、張、荒木、田村の諸君に会ふ。

農懇からは間宮、下村千秋その他の諸氏出席。相当の盛会。憲兵、刑事、新聞

記者、カメラマンも押しかけかなり物々しい会となる。

9月10日 雨 後、晴 大山氏母堂告別式

昨夕の会(マーブル)で近藤君から話があり、また同君から紹介された洛陽書

院と、篠原君(誠文堂)に速達を自分で出しに行く。前者は出版に関する件、後者

は昨日の原稿を帰してもらふため。

講談社(幼年)から稿料が送って来る。
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水道の故障——登美子が電話で交渉したところ、必ず九時までに修繕に出かけ

るとのことだったが、十一時まで待ってもやって来ない。止むなく手紙を残し

て出かけようとしてゐると、やっとやって来た。それをすまして、室町の三和

銀行に行く。更級—ブラジル—三昧堂。それから大山君宅に行く。

大山功氏母堂の告別式だ。友人として立会ひ、お骨が帰るまで西沢君、早川君

と共に待ってゐて夕方帰る。

三日ぶりかでお湯に行く。

夜の十時、やっと防空訓練が終る。

篠原君から速達。十一月号の原稿の出来栄に対する謝辞。

9月11日 晴 ｢光圀の尊皇｣放送の日 愛国婦人会からの招待

朝から頭痛がする。カムナを服む。この頭痛は単なる頭痛ではなささうに思

へる。頭痛薬を服用するだけでは仕方がない。もっと根本的に考へなければな

らない。根本的な養生が必要なのだ。しかし、今しばらく様子を見よう。私は

今秋から来年にかけて仕事をしなければならぬ。それをすましてから、ゆっく

り養生はしよう。尤も、こゝ数日、様子を見て面白くないやうだったら養生を

してから仕事にかゝることにするつもりだが…。

入浴。少し早目に家を出、銀座紀伊國屋で印度精神史を買ひ、コロンバンで

田村君や湯浅君と一緒になってエーワンの愛国婦人会の招宴に出席。(自分の作

の放送は、けっきょく聞けなかった。)散会後、千疋屋で昭和書房の人と逢ふ。

                         

ミグレオンを服む。

9月12日 雨

頭痛は相変らずだ。しかし、洛陽書院から返事が来たので、気持は多少張り

来る。

蒙古の秘史を読む。

午後、市川氏(少女倶楽部)来訪。新年号から連載する写真小説のことを打合

せ。稿料のことで相談する。

ひどい雨になって来たので、傘のない市川氏を送りがてら、藤丸氏のところ

に行って、今日から本式に歯の治療にかゝる。

夜、洛陽書院から出す戯曲集の原稿(切抜)を整理する。

                         

洛陽書院、てつ子等から手紙。

9月13日 晴

朝、園池氏(返事)、洛陽書院、昭和書房に手紙を書き、自分で出しに行き、午

前中は専ら｢蒙古の秘史｣を読む。
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今日はこの数日の中では気分がよい。午後は長谷川露二君の父君の告別式に列

席する。

式後、少年文学作家画家協会の幹事会。始めは神田の喫茶店で、支部から帰っ

た会員(梁川、井元、黒崎)の報告など聞いてゐたが、新体制下の今後の動行につ

いて吟味するために、文芸会館に行き、おそくまで熱心に協議をする。私もか

なり意見を述べ、その意見は悉く容れられたが、その代り協会のスローガン起

草委員を押しつけられてしまった。

                         

精動、海老原氏から速達(葉書と北條君の原稿)

9月14日 晴 昭和書房、洛陽書院から来簡。

昭和書房から返信——十一月早々書きおろし長編小説を出すことに契約成立す

る。

昭和書房(藤岡孫一氏)、近藤春雄、鈴木御水(銃後少年少女小説集出版交渉の

件)三氏に手紙を書き、自分で出しに行き、その足で上沢氏宅に行き昨日の会の

報告をする。

精動脚本集の北條秀司君の原稿、台湾の陳秋玉君の原稿を読み、海老原氏と陳

君に手紙。それぞれ速達や書留で送る。

帰途、博洋堂で大場彌平の成吉思汗伝を読むため文春の現地報告を借りて来

る。今日は午前中を手紙を書くことのみに費した。しかし、それぞれ意義のあ

る手紙だから止むを得ない。

昼寝ほとんど二時間半の後、京子と洗足池に散歩する。

——以下五月三十一日欄に記す。

※この日の枠外に｢出版交渉成立｣との記述がある。

                         

九月十四日の補遺…

散歩から帰って見ると、洛陽書院の舟山氏から速達が来てゐる。愈々戯曲集

の出版につき具体的に打合せをすべく来る十六日の午後来訪するといふのであ

る。やはり嬉しい。四十にしてはじめて出す処女出版だが、その代り今年は河

出書房の｢現代戯曲｣をも加へると三冊の著書が出るわけである。必ずしも遅いと

は自分では思はない。それでいゝのだ。たゞ問題は今後だ。健康に気をつけて

よいものを書かう。

9月15日 晴

起きて見たら頭痛がするので、洋子京子を従へて西澤君の家に遠征に出かけ

る。米をもらふつもりであった。が、留守。新宿に出て、タカノフルーツパー

ラーで、アイスクリームを食べさせ、洋子京子を帰して神田に行く。｢螟蛉子｣

の載ってゐる改造(昭和九年十月号)を探すためである。案外かんたんに手に入
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る。

本所横川橋｢栗原紡職｣に出かける。協調会主催の労務者演劇研究会(第一回)に

出席のため。

園池氏、海老原氏、千賀氏等と共に井上正夫一座の｢富岡先生｣一場を見、研究

会では指会者
ママ

から指名されて一席弁ずる。

右の帰り、井上正夫氏等と共に第一ホテルで夕食——岩崎大次郎氏の招待であ

る。

9月16日 雨

頭痛を追放するために庭掃除をする。——その前に昨日入れた大書架を据ゑて

書籍の整理、書斎の掃除など自分でする。…終って藤丸歯科医へ行く。歯の治療

三回目。

帰って｢東宝｣の随筆を書きかけたが、落着かず止す。今日の午後には洛陽書

院主舟川氏が戯曲集出版の件につき打合せに来ることになってゐるからである。

登美子も早く帰って来る。

三時近く舟川氏来訪。出版の話まとまり、明日、原稿と引換に印税の三割を収

受し、契約書を取交す約束をする。

早速、原稿の整理にとりかゝる。

契約書を取交すまでは落着かないが、それでもやはり嬉しい。いよいよ戯曲

集が出るといふ喜びである。

9月17日 雨

朝から原稿(切抜)の整理にかゝる。｢若人の道｣だけを書直すことにして、正

午に大体を終る。

昼食後、配列の順を定め、内容目録をつくり、契約書を作制する。登美子も

帰って来る。

舟川氏(洛陽書院主)約束に従って三時近くに来訪。原稿を渡し、印税の内金と

して金百円也を受取る。

戯曲集出版記念の書架の代を払ひ神仏に祝酒を捧げ、子等と夕食を楽しむ。四

十にして始めて出す著書である。やはり嬉しい。

夜、前進座の水谷君と西片君、来訪。例の脚色物｢雨後｣につき原作(火野葦平

作)そのものが当路の大官等の注意により上演不可能になったとて、その諒解を

得るために来たのである。

——以下六月三十日の欄に記す——

                         

九月十七日の補遺…

謝礼金百円也。事情が事情ゆゑに素直にもらっておく。登美子と座布団の布

を洋子京子の雨傘を買ひに行く。今日は二百円の収入があったが、百円は半日で
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出てしまった！

9月18日 雨

子供町童話劇学校の上演台本として書いて与へた“少年義勇軍”——これはもと

もと青年に発表した｢若人の道｣を土台にしたものだったので、これを｢若人の道

｣の題で戯曲集に加へることにし改訂にかゝる。——その前に、放送局から“父の

碑”の著作権料が来たので、伊藤熹朔氏にカットを依頼する速達を出しがてら為

替を落しに行き、金百円だけ貯金して帰る。

京子、昨夜買って与へて今日はじめてさして出た雨傘が学校でなくなったと

言って帰る。

夜、女子青年の金子女史から原稿依頼の速達。

                         

河出書房から現代戯曲集第二巻三冊送り来る。昨日の朝日の広告には各氏一編

づつしか出てゐなかったが、はやり二編づつ使ってある。印刷は大日本印刷だ

けに流石に立派だ。

9月19日 雨

｢若人の道｣改訂続行。正午頃やっと終る。舟川氏(洛陽書院)に手紙と共に原稿

を送る。

現代戯曲第二巻は舟川氏と近藤君に贈る。

伊藤熹朔氏からカツトを描くことを快諾して来る。直ちにハガキで礼状を出

し、舟川氏にも報告する。

夜は登美子と荏原劇場に｢木石｣を見に行く。佳作である。

                         

洛陽書院より契約書送り来る。

9月20日 晴

誠文堂から稿料六三円送り来る。産業組合中央会教育部普及課出版係より例の

戯曲(木枯)の出版おくれたる件につき諒解を求むる書面来る。…農山漁村文化協

会から出版するとのこと。

舟川氏(洛陽書院)にカツトのことにつき手紙を書く。伊藤氏に原稿(若人の

道、満洲の子、十年後)とそれに対する説書並に礼状を出す。

荏原中延局で為替を受取り、銀座に出て文祥堂で便箋紙封筒を買ひ、ついでに

パイロット万年ペンの修繕をしてもらふ。伊東屋で書類箱を買ひ、ブラジルで

コーヒーを飲んで帰る。

藤丸歯科に行く。

京子と五反田に行き、洋子の手提や穂積のところに送るノリなど買って帰

る。
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穂積に小包を送る。

9月21日 曇

｢東宝｣から頼まれてゐた随筆を八枚ばかり書いて速達で送る。

荏原中延南郵便局に行く途中にある新刊書店で｢チボー家の人々｣の中｢父の死｣

を買ふ。その前の｢ラ ․ソリーナ｣もまだ読んでないが、それは店になかった。

登美子、京子、洋子みな早く帰って来る。美知子も来る。

応接椅子のクツシヨン出来あがる。安物ではあるが、我々の現在の生活相応

のもので感じがよい。何かなし愉しい。

嫂来る。

一家四人に嫂、美知子を加へて夕食。嫂と美知子は洋子京子を誘って帰る。

9月22日 晴

やはり頭痛がする。書きおろし長編小説を控へて仕事は山のやうにあるが、

机に向ふ気にならず、庭の掃除などする。登美子の同僚村田氏夫妻が新婚の挨拶

に来るといふので、早目に昼食をすまし、豊田三郎君の｢北京の日｣を読みなが

ら、うとうとと眠ってしまふ。

三時近くになって村田氏夫妻来訪。昨年の大陸旅行の話などする。…手土産

にもらったメロンを食べる。

村田夫妻が帰ると、間もなく登美子と阿部君宅を訪ふ。

昨夜、兄の家に泊った洋子京子も来り。久しぶりでお酒の御馳走になり、九

時近く大崎広小路まで歩いて帰る。

9月23日 晴 近藤より葉書… 病気の由 舟川氏より葉書

雨との予報だったが、絶交の秋日和。実によいお彼岸の中日である。

着物など顧みる暇もなく四十といふ年を迎へたが、冬までに着る和服が一枚

もなく来客も次第に多くなるのに困ると思ひ、登美子と近くの山田といふ呉服店

にセルを買ひに行く。十九円五十銭。ス ․フ以前の売残りださうで、人絹は幾分

まぢってゐるが今どきには珍らしい良質のものが手に入った。登美子にも

普断着
ママ

(夏物)を一枚買はせる。

明日からの仕事の予定表を決定して書庫の整理を京子相手にする。

二時頃、家を出て兄の家に行く。お母さんが亡くなって以来の慣例で仏事を

営むのである。

遊び戯れて七時頃帰る。兄一家も大崎広小路まで送って来る。

                         

今日は頭痛がしなかった。
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9月24日 晴

この頃は夜分わりによく眠れて喜んでゐたが、昨夜は兄の家で飲んだ酒が寝

につく頃、すっかり覚めてしまったせゐか、、殆ど明方まで眠れなかった。そ

のために予定の仕事にも身が入らず、二三枚でペンをおいてしまふ。…予定は

女子青年の戯曲を書き上げて送るつもりであったが…。

歯医者の帰り、幾年ぶりで旗ヶ岡のタバコ喫茶店に寄り、市の職業紹介所に

ゐる長島君の住所を訊く。藤崎産の依頼に答へるためである。

鈴木御水氏から偕成社の西田氏の手紙を同封して来る。少女小説の切抜を整理

する。

数日の緊張の反動か、することなすこと何にも面白くない。ぶらぶらと沙漠

の中を歩くやうな所在なさだ。

穂積に草稿用原稿紙の印刷を頼むべく鉄道便で紙を送る。

明日はハリのある生活がしたいものだ。

9月25日 午前曇 午後晴

昨日は緊張の数日の反動としてポカンと一日を送ったが、今日は張り切って

一日を送った。

女子青年の戯曲｢将軍の宝｣執筆。時間が足りないので、明日送る旨速達を出し

ておいて満洲移住協会に阿部君を訪ひ、素人劇脚本集の相談をし、同君に昼食を

おごってもらふ。

午後一時からレインボー ․グリルで文芸家協会の懇談会。中野、大隈、古賀残

星、保高、福田、芹沢その他の諸君と逢ふ。私は少年文芸作家画家協会の一員と

して指名されたので、新体制について一席弁ずる。

散会後、銀座に出、近藤書店で｢先駆移民団｣を買ひ、ブラジルに一休みし

て、文芸会館に行く。少年文学の会に出席のつまりで行ったのだが、会場が不明

だったので帰る。

留守中に産業組合の人と農山漁村文化協会の人が来てゐた。逢へずに残念。

                         

清水焼の湯吞を買った。

9月26日 晴

昨日もさうだったが、今日も緊張の一日だった。実際に仕事をしただけに今

日が昨日よりは更によい日であったと言はねばならぬ。

約束どほり午前中に女子青年の戯曲｢将軍の宝｣を書き了へて速達で送った。

少し疲れてゐたけれども、午後はひきつゞき戯曲集の後書にする｢創作ノート｣

を書き、これも速達で送った。それから、鈴木御水氏が仲介してくれた偕成社の

西田氏への手紙を書き、少女小説十五編を小包にして送る

夜、入浴後、喫茶店｢たばこ｣に出かける。藤崎氏の依頼の件——子息の就職の
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ことにつき、長島君と逢ふためである。話は大体うまく行きさうである。

帰って、藤崎氏に手紙を書く。

禁制のビールを一本飲んで眠る。…体の調子が少しよくなるとすぐに不眠に

なるのだから困ったものである。

洛陽書院から速達。

9月27日 晴

緊張の二日間がつゞいたが、今日は又駄目。困ったものだ。｢亜細亜の柱｣を

書くつもりだったが、まるで感興が起らない。藤丸歯科医に行く。今日でいよ

いよ入歯が終る。大割引で六円五十銭ですむ。

仕事が見込みがないので思ひきって中止。童話春秋社と二宮伊平氏に出版の

件につき手紙を出す。後者は多分駄目だと思ふが…。

楢島君から速達。藤崎氏令息の就職の件。早速、早く状況するやう藤崎氏に速

達を出し、夕食後｢タバコ｣に行き楢島君に来てもらひ打合せをする。

何とも所在なき一夜だ。下の博洋堂書店に行き、春と万の｢蒙古シベリア踏破

記｣を買ひ、他愛もないことを穴して帰りかけてゐると、ラヂオのニュースが日

独伊三国条約の締結を伝へてゐる。あわてゝ帰って、ラヂオにかぢりつく。こ

れで、いはゆる外交転換も一応完成したわけだ。

9月28日 晴

午前中｢亜細亜の柱｣を書く。今度のところはなかなか書きづらい。午前中に

やっと五枚書き、午後は新聞の整理をする。夕食後もそれをつゞけてゐると、

愛国婦人の小嶺君と窪田女史が来訪。｢桜咲く丘の上に｣を愛国婦人の読者大会に

上演させてくれとの相談で或る。承諾する。かなり長い時間、無駄話をする。

右の上演は芸術小劇場の出演、北村喜八氏が演出する由。

                         

穂積に父上の写真を送る。

                         

新聞もラヂオのニュースも日独伊三国同盟で持きりである。こゝまで来たの

だ。政府にしっかりやってもらひたい。

9月29日 晴

久しぶり朝寝。——私はこゝ数年、朝寝をしたことがない。しやうと思って

も出来ないのである。

｢亜細亜の柱｣を書く。午前中だけで止める。

午後は阿部君(満洲移住協会)と約束の｢素人劇の上演の仕方と脚本集｣の案を考

へる。三案を立て、説明を添へて郵送する。海老原君にも手紙を書く。

夜、金物が来月六日から買へなくなるといふので知己と五反田に買物に出か
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ける。が、目ざす御飯むしはなく、けっきょく洋子、京子にナイフやハサミを

買って帰る。チボー家の人々｢ラ ․ソリーナ｣を買ふ。

                         

登美子、洋子京子を助手に障子の張替をやる。…完全にもう秋だ。

                         

今月は収入もやゝ多かったが、例の浪費癖がすぐに出る。何とかこのくせだ

けは清算しなければならぬ。

                         

生ブドー一合を飲んで眠る。

9月30日 曇

庶民金庫や郵便局への用もあるが、洛陽書院の舟川氏も午前中に来る筈だ

し、それに｢亜細亜の柱｣も今日中にはどうしても仕上げねばならないので、登

美子を休ませることにした。

待ってゐた放送局からの書留は来なかったが二宮伊平氏からは今日でも明日

でもよいからやって来いとの返事が来た。

舟川氏の方の用がすんだら一緒に出かけて今日の中に実業之日本社、童話春秋

社、偕成社みんな一度に片づけるつもりで仕事を中止して待ったのに、舟川氏と

うとう来らず。半日をフイにしてしまった。

写真物語と｢亜細亜の柱｣を今月中に終り、来月から専ら書き下しにかゝるつ

もりでゐたのが、写真物語が残り、おまけに｢亜細の柱｣まで明日までかゝるこ

とになった。情ない話だ。

私はもっと意力で物を書く鍛練をしなければ、到底一人並にはなれない。

                         

藤崎氏から二男君をすぐ上京させる旨の返事(速達)が来た。

10月諸事要録

執筆

小説｢亜細亜の柱｣�小学生の科学� 21.5枚

随筆｢開拓地と素人劇｣舞台社 7枚

随筆｢理想の素人劇｣国民精神総動員中央連盟 3.5枚

小説｢日本の娘｣�少女倶楽部� 80.5枚

小説｢馬車と口笛｣書き下ろし単行本用 300枚

計411枚

収入

放送局(｢光圀の尊皇｣) 50円

精動本部(｢ある日の水戸黄門｣) 200円
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農山漁村文化協会(｢木枯｣) 93円

誠文堂(｢亜細亜の柱｣) 60円

東宝(随筆) 2円

精動本部(随筆) 10円

愛国婦人会(｢桜咲く丘の上に｣) 30円

計445円

10月1日 曇 午後稍々晴

午前中｢亜細の柱｣一〇枚執筆。東京市自治記念日で登美子と京子、午前中に帰

る。

午後｢チボー家の人々｣の｢診察｣を読んでゐると｢講談倶楽部｣の堀澤君来訪。

戯曲の依頼である。今月一ぱいといふことであるから引受ける。

洛陽書院主舟川氏来訪。第一回分の校正を私、装幀その他につき打合せをす

る。装幀も伊藤熹朔氏が引受けてくれたさうだから、お礼がてら打合せの手紙を

出す。

                         

今日からいよいよ十月だ。九月は色々とこれからの仕事の基をつくったとい

ふ意味では記憶すべき月だったが、仕事の上で余り身の入らぬ月だった。今月こ

そウンと仕事をしなければならぬ。

今日は国勢調査の日。そして今日から五日間また防空演習である。

                         

朝、二宮伊平氏に明日訪ねる旨の速達を出す。

藤崎氏から電報来る。

10月2日 晴

夜明け方から猛烈に左の方の歯が痛み、頭痛がする。一度起きてヒゲなど

剃ってはみたものの朝食をとる元気もなく又眠る。十字ごろ目ざめ、いくらか

痛みもうすらいだので勇気を出して家を出る。新橋と銀座四丁目目
ママ

とで二度防空

訓練中の空襲にあふ。ブラジルで解除を待つ。

実業之日本社に二宮氏を訪れ、山下秀雄氏に紹介してもらふ。それから偕成

社に社長今村源三郎氏を問い、更に童話春秋社に行く。

更科でそばを食べ、三昧堂で富山房文庫の｢成吉思汗｣を求め、明治製菓でお茶

を飲んで帰る。藤崎氏の令息二男君は既に来てゐた。…隣家の樋口氏が電話して

くれたさうで登美子も既に帰ってゐる。タバコに行き、伝言を頼んで帰る。楢

島君の来るのを待つ。なかなか来ないので暗の中を二男君と二人でタバコに行

く。

                         

留守中に精動の海老原君から速達が来てゐる。四日の会合の件。
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10月3日 雨

朝から｢亜細亜の柱｣執筆。十時頃、楢島君に電話。大井町の方によこしてく

れとのこと故、二男君をすぐ行かせ、原稿の執筆をつゞける。正午頃出来あが

る。二男君帰宅。うまく出来たとのこと。早速、誠文堂宛の書留(亜細亜の柱)を

郵送しに二男君に行ってもらふ。

童話春秋社へ返事、山下氏(実業之日本社)へ原稿送付。橋本秀君へ返事と少女

戯曲集送付。

夕方楢島君来訪。

午後十時二十五分の汽車で二男君、一旦帰佐す。送ってゆく。防空訓練中のこ

ととて銀座も真暗である。

10月4日 晴

放送局より｢光圀の尊皇｣の放送料五〇円送り来る。荏原洗足郵便局にとりに行

き、旗ヶ岡に出、佐山氏のところでハンカチとタオルを買ふ。荏原中延駅で下

車。中延郵便局で貯金をする。

信濃町で梨を求めて近藤君を見舞ふ。それから新宿に出、久しぶりにチヤン

ポンを食べ、紀伊國屋を覗いて銀座へ回る。近藤書店で｢開拓民運動のために｣

を、三昧堂にて｢文化政策論｣を求めて精動に行く。

午後二時から挿画家(岩田専太郎、林唯一、松野一夫以下八氏)を加へて｢国民娯

楽脚本集｣の編集会議。委員側は上泉、園池、田郷の三人。精動側から古賀出版課

長、海老原の二氏出席。

散会後、園池、上泉の二氏と｢田舎じるこ｣と｢あんみつ｣を食べる。

上泉氏が原稿紙を世話してくれるといふので喜ぶ。

防空演習、夜に入りて愈々本格化す。

10月5日 晴

小林宗吉氏から頼まれてゐた｢舞台｣の随筆が出来たので、速達し、同時に戯

曲集の広告のことを頼んでやる。

正午、防空演習終了。何かなしホツとする。数日ぶりのカラリと晴れた秋日

和なので余計その気が深い。

夜、明治座見物。

福田清人君は既に来てゐた。

一番目の鏡花物｢風流線｣はチンプンカンプン、てんで筋がわからぬ。二番目

の北條秀司作、園池公功演出の｢天高き日｣は稍々よろし。

園池氏に感想を述べ、三人一緒に帰る。

10月6日 晴

｢創作ノート｣を書くつもりだったが、まとまらず。久しく兄たちを招かない
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ので今日招くことにし、登美子に電話をかけさせる。

夕、兄たちやって来る。

10月7日 晴

戯曲集｢螟蛉子｣のあとがきにする｢創作ノート｣の原稿を書く。十枚程度のも

のだが意外に骨が折れ、正午近くまでかゝる。すぐ速達で送る。

                         

京子、腹が痛いとて正午頃帰って来る。

                         

小林宗吉氏 古賀残星氏 松井起川氏速達(受)

10月8日 晴

精動本部(古賀氏)より依頼の原稿｢素人劇｣についてと｢螟蛉子｣の広告文を書き

速達で送る。

今夕遊びに来るといふ橋本秀君(新潮社)と舟川氏(洛陽書院)に今夕軍人会館に

来てくれるやう速達を出す。

阿部君宅により、それより市電で軍人会館に行く。愛国婦人発行所主催の｢愛

国婦人の夕｣で、私の｢桜咲く丘の上｣にを公演するのである。北村喜八演出、芸

術小劇場出演。——第一幕はよい出来であった。

                         

舟川氏、伊藤熹朔氏の表紙図案とカツトを持って来て見せてくれる。大変よ

い出来で嬉しかった。

舟川、橋本両氏と新宿に出、酒を少しく吞んで別れる。

                         

登美子運動会。

10月9日 晴

京子、今日も学校を休む。幸ひ、昨日が運動会だったので登美子も一寸出勤

しただけで早く帰って来る。

愈々今日から長編にとりかゝるのだと思ふと妙に興奮して来る。そのくせ一

向に想はまとまらぬ。兄さんが来た日にとってゐたビールを飲んで昼寝する。

佐世保の藤崎氏から電報。

七時半、二男君着京。登美子が楢島君に挨拶につれて行く。

10月10日 晴

朝から机にしがみつく。が、つひに物に成らず。少々やけ気味で、楢島君に

御礼がてら｢タバコ｣に行く。

が、今日はよい日であった。予て相談をしてゐた山下秀雄氏(実業之日本社出

版部)から手紙が来て、｢理恵子の手帖｣を同社から出版することになった。伊藤
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熹朔氏からの速達の返事が来て、謝礼のことについては一切私に委せるとのこ

と。直ちにその旨を舟川氏に伝へる。

タバコから帰ってみると、市川氏(少女倶楽部)から原稿催促の速達が来てゐ

る。十二日に来訪の由。

                         

今日は京子の方の運動会だが、彼女は数日来の腹痛で出場不能。残念さうなの

で、散歩の折、二宮伊平氏の本その他二冊を買って与へる。

10月11日 晴

この数日といふもの、昭和書房から出す長編小説の構想に苦しんだが、つひ

に意を決して、大陸旅行後、諸所に発表した幾つかの短編をシリーズの形で一冊

にまとめる決心をして、まづ｢恋と公債｣と満洲国大使館の甘利君から今朝送って

もらった｢開拓情報｣所載の｢靴下と手袋｣の推敲にかゝる。

                         

職業紹介から出頭の令が来て、二男君出かける。帰って来ての報告による

と、明日から出勤することになった由。

10月12日 晴

｢馬車と口笛｣を長編にすることにし今日からとりかゝる。

10月13日 晴

｢馬車と口笛｣の書き直し。

夜、阿部君一家と同君の兄上夫妻を招待する。

10月14日 雨

終日｢馬車と口笛｣にかゝる。

10月15日 (天気空欄)

終日｢雪の日前後｣の執筆。

金谷君(放送局)より速達——十一月一日俳優を貸してくれとの相談。

10月16日 晴

終日｢雪の日前後｣の執筆。きょうは成績なかなかよろし。三十余枚書く。

今晩より二男君、芝の下宿に移る。

夕方、京子をつれて散歩。コーヒーを飲んで帰る。

舟川氏より速達。

10月17日晴

｢雪の日前後｣を中止するのは残念だけれども少女倶楽部の方があるので、そ

の方にかゝる。書初めのこととて例によって終日うろうろして暮す。昼と夜、
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酒一合づつ飲む。

夕方田園都市を散歩。

夜、舟川氏(洛陽書院)、北村氏(令女界)、市川氏(少女クラブ)に手紙を出す。

戦闘で上沢氏に逢ひ、童話春秋社のことを頼む。

このごろ京子健康優れず気になる。

10月18日 晴、夜(雨)

写真物語(少女倶楽部)にかゝる。

二男君来訪。

篠崎仙司氏(童話春秋社)来訪、出版の件につき相談まとまる。

登美子は日直。

10月19日 晴

｢日本の娘｣(写真物語)にかゝる。

午後、洗足駅付近を散歩し、喫茶店に入る。神崎清君がひょっこりとやって

来てしばらく話し、帰りに同君の家に寄る。(少年文学の話その他)

10月20日 晴

｢日本の娘｣執筆。

洋子の運動会。

河出書房から｢現代戯曲｣第五巻送り来る。

10月21日 晴

午前中｢日本の娘｣第四回分を書き、そこまでの分(即ち一回から四回まで)を洋

子に速達で出させる。

嫂来る。

衆議院議員(第五区)補欠選挙。

午後二時から農山漁村文化協会後援会発会式。有馬伯出席。

10月22日 晴

｢日本の娘｣を書く。五回目から七回目(完結)までを一時位までに書き上げ

る。今日一日だけについていへば、量的には大変な成績である。質的にも書き了

へた直後の今の気持としては大変満足だ。但、六回分の約束をどうしても六回で

まとまらず七回にした。市川氏宛手紙を書き洋子に速達で送らせる。流石に疲労

を覚え、早目に銀座にでるつもりだったが、眠ってしまふ。

やっと目をさましてでかけようとしてゐると洋子が追っかけて来て小嶺嘉太

郎君の来訪を告げる。招じ入れる。先日の｢桜咲く丘の上に｣の上演謝礼として金

参拾円を受ける。同道で家を出、五反田の白木で茶を飲んで別れ、東日文化映画

劇場に於ける満鉄映画試写会に行く。粕谷正雄氏に逢ふ。早川清君と同道。銀座
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で別れ、お茶を飲まないでまっすぐに帰る。酒を飲んで眠る。

                         

誠文堂より稿料六〇円送り来る。

10月23日 晴

愈々再び長編｢馬車と口笛｣にかゝる。之は大変スムースに運んでゐたのだ

が、しばらく｢日本の娘｣にかゝってゐたためか今日は成績がよくない。午前で

中止して、午後は昼寝。夕方、散歩。

東寅三君(華北交通)来訪。しばらく青年運動のことなど話す。

夜分はもっと書くつもりだったが、調子が面白くないので、少しばかりで止

す。

                         

女子青年、精動(共に執筆)来る。

東宝と精動より稿料送り来る。

10月24日 雨

中断してゐたために調子が狂った｢馬車と口笛｣やつとスムースに進行し出

す。しかし、頭痛気味依然として去らず、ピンヘツトを飲む。

夜は園池氏との約束で、飛行館に小林宗吉君の彌栄村建設(独立舞台)を見に行

く。園池氏と農民文学懇話会の演劇部のことにつき色々打合せ。

小林氏に広告の件につき礼を述べる。

佐藤義美君、冬木憑君、西沢武君等にも逢ふ。

帰り園池氏を誘って新橋の駅近くでビール一ぱい飲んで別れたが、天罰テキ

メン、帰ってから猛烈に歯が痛み出す。

10月25日 晴

｢馬車と口笛｣続行。

午後洗足駅(目蒲)近くに散歩。

10月26日 晴

｢馬車と口笛｣続行。午後散歩。

10月27日 晴

｢馬車と口笛｣続行。夜も十枚近くまで書く。

10月28日 晴

午前中｢馬車と口笛｣

今日は昭和書房主と逢ふ約束なので、ひとまづ出来た分(二百三十枚)を持って

家を出る。

銀ブラ、更科、ブラジル、それから昭和書房に行き、藤岡氏と打合せ。藤岡
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氏も長編なので大よろこびで、なるべく豪華版にするといふ。こちらも大いに

喜んで帰る。

それに今日は数日ぶりで、からだの調子もよい。

大日向村の試写には登美子をやる。

                         

山下秀雄氏(実業之日本社)に｢理恵子の手帖｣を十一月十日まで待ってもらふや

う速達を出す。猶、留守中に市川孝氏(少女倶楽部)が来てゐたので、之にも速達

を出す。

10月29日 晴

馬車と口笛

10月30日 小雨

馬車と口笛

10月31日 晴

｢馬車と口笛｣

本日までに出来た分を昭和書房に送る。通計——三百十一枚である。

11月諸事要録

執筆

長編小説｢馬車と口笛｣昭和書房 142枚

戯曲｢僕だって日本人｣�陸軍画報�(21) 20枚

戯曲｢皇国の子のために｣�講談倶楽部� 31枚

戯曲｢この手この足｣�躍進時代� 14枚

劇評｢前進座｣�朝日新聞� 2.5枚

戯曲｢桜咲く丘の上に｣増補、愛国婦人 23枚

小説｢南方の詩｣�令女界� 17枚

◇小説｢理恵子の手帖｣出版のため改訂 320枚

計249枚

収入

河出書房�現代戯曲�印税 43.65円

�女子青年�｢将軍の宝｣ 30円

�少女倶楽部�｢写真小説｣ 202.50円

�小学生の科学�｢亜細亜の柱｣誠文堂 66円

計342.15円
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11月1日 (天気記載なし)

｢馬車と口笛｣

11月2日 (天気記載なし)

｢馬車と口笛｣

園池氏より速達

モダンに本社より素人劇集が出るとのことで、僕の三編も載せてくれとの相

談。

11月3日 (天気記載なし)

｢馬車と口笛｣

11月4日 (天気記載なし)

｢馬車と口笛｣

藤口透吉氏(躍進時代)より速達。

躍進時代に戯曲執筆を依頼するため明日訪問するからとの相談。

11月5日 晴

やっと｢馬車と口笛｣第二部までを書き終る。全部で四五三枚である。最初の

予定では第三部まで入れて四五〇枚のつもりであったが、この通りの枚数に

なったので、第三部は｢楡の並木｣として独立の一巻とすることにし、昭和書房に

原稿を送る。

                         

｢躍進時代｣の藤口透吉君来訪。戯曲執筆の依頼。同道で伊藤寿一君を訪れる。

之の留守に西沢揚太郎君来訪。後に又やって来たので久しぶりで逢ふ。

11月6日 (天気記載なし)

講談倶楽部のための戯曲を書く。

北村秀雄氏(令女界)に速達にて返事。——長編小説の件。

11月7日 (天気記載なし)

早く起きて｢皇国の子のために｣(講談倶楽部)を脱稿し、自分で速達する。

ひきつゞき｢陸軍画報｣のための戯曲を書く。疲れ甚だし。途中で幾度かペン

を投げようとしたが、とうとうがんばって何とかかんとか脱稿する。｢僕だって

日本人｣——どうせ前進座に出かけるから自分で届けに行く。

前進座を見る。——朝日新聞から劇評のため九日の入場券が来てゐるから、今

日は二つだけ見て帰る。
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北村喜八氏(芸術小劇場)より速達。

再び愛国婦人会の主催により｢桜咲く丘の上に｣を上演するについての相談。

北村秀雄氏(令女界)より速達。

令女界に長編小説を書くことに決定。

11月8日 (天気記載なし)

今日は｢躍進時代｣のための戯曲を完成しなければならなかったのだが、つひ

にへたばって休養。…昨夜｢みさの｣で飲んだのがいけなかったのだ。

11月9日 曇

｢躍進時代｣のための戯曲｢この手この足｣を午前十一時までに、やっつけて、

走って伊藤寿一君の家に届けに行く。

洋子とその級友をつれて渋谷の公会堂に行く。女子科学塾が私の｢落花の唄｣

を上演するのである。但、着いた時にはもう幕切れであった。

塾長の松井女史や橋本秀君に逢って、東劇に行く。朝日新聞に劇評を書くため

である。｢成吉思汗｣｢父なきあと｣｢仇討高田馬場｣頑張って三つも見る。園池氏が

訪ねて来てくれたので、モダン日本社から出る｢素人劇集｣について打合せをす

る。(観劇の途中で歯やら頭やら痛み出して困った)

11月10日 晴

紀元二千六百年祝典の日である。天気予報を裏切って、祝典らしい日本晴であ

る。

朝日新聞のために前進座の劇評をして速達で送る。

昼、祝酒を飲んで眠る。夜｢亜細亜の柱｣を書くつもりであったが、疲れ気味

で書けなかった。

隣家(樋口氏)のお爺さんが、数日帰郷するからとて挨拶に来る。上っても

らって話す。登美子が校長の祝宴に出かけてゐるので、自分で梅田屋に浅草のり

を求めに行き、洋子に隣家に届けさせる。——内海氏にことづけるためである。

昭和書房から校正刷を送った旨の通知あり。

11月11日 晴

紀元二千六百年奉祝会の日。今日も亦それにふさはしい天気。

｢亜細亜の柱｣を書くつもりであったが、何とも疲れ甚だしく、気持が重く

なったので、つひに散歩する決心をしたが、登美子たちが午前中までで帰り、

いざ出かけようとすると、又、歯を中心に左の方の頭痛が激しく、つひに寝て

しまふ。夕食時ちょっとよくなったが食後、更に更に激しく痛み出し、つひに

堪へられなくなって、とうとう山田博士に来てもらふ。腎臓炎の再発ではない

かと恐れたが、幸ひにして神経痛とのことで安心した。トンプクをもらって、

ぐっすりと眠る。



278  研究資料

                         

昭和書房より｢馬車と口笛｣初校第一回分送り来る。

河出書房より｢現代戯曲｣の印税、小切手で送り来る。

                         

(※11月10日の空き部分に以下の記述がある。)

十一日記。朝日の劇評について伊沢氏(学芸部)から理想的な劇評とて礼状が来

た。

11月12日 朝、雨 後晴

｢令女界｣の小説、実業之日本社からの単行本のことを思ふと、愚図々々して

はゐられないのだけれども、昨夜の今日のこと故、自重することにし、｢馬車と

口笛｣の校正をし、それを届けがてら日本興業銀行日本橋支店に河出書房の小切手

をとりに行く。帰り丸善で原稿紙を買ひ、春陽堂に西沢君を訪ねたが留守。

芸術小劇場の白石君が、十七日に愛国婦人会主催で公演する｢桜咲く丘の上に｣

について相談に来る。

誠文堂の篠原君が北村小松氏宅の帰りだとて立寄る。｢亜細亜の柱｣の評判よろ

し。

登美子以下、家の女諸君は、兄の家に出かける。子供に花電車を見せるため

である。私も五反田まで一緒に行き、白木屋で夕飯(麦ばかりの御飯)を食べて五

反田から歩いて帰る。

                         

松久裕彦氏(令女界)より速達。

11月13日 午後雨

松久氏(令女界)より新年号に載せる写真を撮りに行きたいから都合のよい日

を知らしてくれとの速達を昨夜ももらってゐたので、来る十六日に来てもらふ

やう返事を出す。

二反長平氏(少年文芸懇話会)に返事。

白石君(芸術小劇場)より速達。

                         

｢亜細亜の柱｣を書きかけたが面白く行かず。丁度、昭和書房から二回目の校

正刷が来たので、その方にかゝる。

洋子京子の給仕で昼食にかゝったが、急にまた歯と頭が痛み出し、山田さん

の薬を飲んで眠る。夕食前後、校正をやって登美子に速達させる。

久しぶりで銭湯に行き、夜、愛国婦人会主催で、芸術小劇場がやる｢桜咲く丘

の上に｣の第二幕を少しばかり書きかけたが、元気が出ず中止。
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11月14日 曇

｢亜細亜の柱｣を書く。自分としては非常に不満なものであるが、仕方なく速

達で送る。

大隈俊雄君の｢軍靴千里｣出版記念会(三信ビル地階東洋軒)に出席。面会を求め

られてゐながら延び延びになってゐた少年文芸懇話会の二反長半君にこゝに来て

もらって白十字で逢ふ。

大隈君の会では中野実君と一緒になり、共に一場のテーブルスピーチをや

る。やはり、この会で大山君から｢東宝｣のために十五枚ばかりの原稿(農村劇に

関する中間読物)を頼まれ承知する。

中野実君と二人で久しぶり——戦場帰還以後はじめて。銀座で飲む。

十一時ごろ別れて帰ったが、帰ってからひどく酔ひを発した。

11月15日 晴

愛国婦人会主催で芸術小劇場(北村喜八君)が上演する｢桜咲く丘の上に｣の第二

幕を愛国婦人会の希望で書き直す。この忙しい時に甚だ迷惑だが、一旦ひきうけ

たのだから仕方なくなく
ママ

書く。昨夜、白石君には朝のうち送ると言っておいた

が、やっと十二時近く出来上り、速達で送る。

渋谷の｢女子科学塾｣訪問。塾長の松井女史は留守だったが、式部といふ裁縫の

先生がゐて、いろいろと話を聞く。——令女界に書く小説の題材にするためであ

る。

駅前でコーヒーを飲んで鈴木英輔君母堂の告別式に行く。目黒駅前で井上正夫

丈や田上嘉子に逢ひ、一緒に行く。帰りは伊藤寿一も一緒に細川ちか子女史の車

に同乗さしてもらふ。

板東簑助君とも逢った。

中野実君のため古瀬伝蔵氏に速達を出す。

11月16日 晴

朝から机につき、令女界の長編第一回を書き上げるつもりで力んだが、けつ

きょく｢南方の詩｣といふ題と｢科学する令女の群｣といふ小みだしを決定しただ

けで、あとは庭で焚火などして時間をつぶす。

今日は色々来客があるので、登美子を休ませる。

約束どほり午後一時すぎ、令女界の松久君が写真部員をつれて同誌の新年号に

載せる写真を撮りに来る。二種類撮ってもらふ。

約束の舟川氏(洛陽書院主)は待っても待ってもやって来ない。几帳面なのに

どうしたことかと思ふ。

                         

今朝、佐世保から宮下君が突然やって来る。今度は公用の由で、すぐに出か

けて夕方帰って来る。
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11月17日 曇

宮下君は公務で海軍省に出かける。

令女界の長編(第一回分)今月中に仕上げるつもりで机に向ひはしたが、この

数月来の歯頭(神経痛)にて気分わるく断念して床に入る。

兄一家がやって来たので、みんなが食事をする間、床に休んで、それから兄

や子供等と共に自分の好きな田園都市に散歩に行く。帰って来て兄と共に一ぱい

やり、あとで起きるつもりで眠ってしまふ。——この間に兄たち帰る。

起きて机に向ったが、書く気になれず、残ってゐる一合を飲んで床に入る。

眠れず明方まで悶々としてゐる。が、明日は色々と外で逢ふ人があるので明日

の仕事を休まうと決心すると却って気がらくになり明方に眠る。

舟川氏(洛陽書院)から速達。同氏に速達で返事。

11月18日 晴

夜中に、北村君(令女界)に原稿を明日まで待ってもらふ意味の速達を書いた

ら、それで安心して明方に一時間ばかり眠る。起きて、どうせ今日は駄目だと思

ひつゝ机に向ふ。宮下君は今日は横須賀方面へ出かける。

新興キネマの高田英之助といふ人、来訪。“父の碑”を映画化させてくれといふ

のである。細かい条件は後日更に打合せることにして承知する。

登美子も遅刻することにしてまだ家にゐるので安心して家を出る。東日会館

の一階食堂で舟川氏(洛陽書院主)と逢ひ｢螟蛉子｣の遅れたわけを聞き、中野実君

と落合ひ、同道で古瀬伝蔵氏(農山漁山文化協会)に逢ひ、昼食の御馳走になる。

後、中野君と銀ブラをして別れ、コロンバンで青山龍水君と逢ひ、

以下、十月十二日の欄に補遺——

                         

十一月十八日の補遺…

｢馬車と口笛｣の表紙図案を見せてもらふ。絵としては立派だが、自分の本の

表紙としては余り感心しない。が、同道で昭和書房に社長の藤岡氏を訪ね、表紙

のこと、箱のことなど打合せ、青山君とコロンバンで又コーヒーを飲んで別

る。

宮下君も帰宅してをり、二人で二合の酒を飲み、昨夜眠ってゐないので一休

みする。目をさましてお湯に行き催眠剤をいつもの倍も服用して眠る。

11月19日 晴

昨夜、寝がてに催眠剤を二服も服用して寝たので眠れるには眠れたが朝まで

まだフラフラしてゐる。朝食後、うたゝ寝をする。

宮下彌八郎氏本朝帰る。

頭はまだフラフラだが、時間がないので、起きて｢令女界｣の長編｢南方の詩｣

第一回分を書く。幸ひにして面白い程、らくらくと書ける。一時頃、原稿をもっ



｢田郷虎雄日記｣  281

て家を出る。一時に持参するといふ約束なので、新橋からタキシーで、室町の

宝文館に行き、北村秀雄君に逢ひ、原稿を渡す。松久君も出て来て、先日の写真

を一枚もらふ。原稿、大いに気に入られて、こちらも愉快になる。明日からい

よいよ｢理恵子の手帖｣だと思ふと、うれしくてたまらない。

更科で｢そば｣コロンバンでコーヒーを飲んで帰る。余り眠いので京子に床を

とらして眠りかけてゐると講談倶楽部の堀沢君が、先日こちらから希望した原稿

の訂正につき訪れて来る。

夜、令女界の写真に添へる単文を書き速達で送る。

11月20日 曇

予定より遅れること月余、やっと｢理恵子の手帖｣にかゝる。

午後一時頃、青山龍水君、函のデザインを持って来てくれる。それを届けに

昭和書房に行き、それから水交社の少年文学の会と海軍の懇談会に行く。

幹事会。…途中で歯が痛み出し、皆より先に帰る。

美知子が盲腸炎にて入院手術の必要ありとて、登美子も出かける。美知子の

手術後の経過良好の由、まづ愁眉をひらく。

11月21日 晴

｢理恵子の手帖｣の改訂続稿。

高田英之助氏(新興キネマ)来訪。｢父の碑｣映画化の件、普通映画(短編四、五

巻)につき原作料二百円といふことにして相談まとまる。

講談社より稿料二〇二円五〇銭(少女倶楽部—日本の娘)送り来る。

室町の三和銀行に到り、小切手を落し丸善で書類籠を買ひ銀座に出、貯金(郵

便局)をして、タキシーで新宿に行く。

｢エルテル｣で園池氏と落合ひ、紀伊國屋で書籍二冊買ふ。

中村屋に於ける農民文学懇話会文学部研究会に出席。

散会後、園池氏と二人、オリムピツクでお茶を飲んで別れる。

                         

留守中に舟川氏来訪。

11月22日 晴

誠文堂から稿料(六六)送って来る。洗足郵便局までとりに行き、そっくり貯

金してしまふ。

｢理恵子の手帖｣の整理をつゞける。

午後、ひどく物倦いので、庭をぶらぶらしてゐると、舟川氏(洛陽書院主)が

やって来る。戯曲数のペーヂが超過するので、その相談に来たわけである。

女子科学塾の松井女史より速達。
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11月23日 晴

今日こそ馬力をかけて｢理恵子の手帖｣の改訂を急がうと思ってゐると、例の

歯痛から来る顔面神経痛の痛み激しく、つひに長原の霞といふ歯科医に行く。い

つまで待っても医師が出て来ないので、京子をお供に東洗足駅の近くにある夏目

歯科医に行く。——原因は左の上歯にある由で手当をしてもらふと痛みピタリと

止る。

｢理恵子の手帖｣の改訂にかゝる。

今日、平戸の義兄着京。忙しいので洋子を迎へにやる。

夜、女子科学塾の招宴に望む。ニユーグランド。橋本秀君と同席。

11月24日 晴

朝のうち歯科医に行き、｢理恵子の手帖｣の改訂をつゞける。

今日は子供町の公演で是非出席したかったけれども仕事の都合上、欠席。

京子と二人、三楽病院に美知子を見舞ふ。逢ひも義姉も夜分に来るとて留守。

美知子に見舞として金拾円包んで帰る。

夜、阿部君の家に寄る。仏事のため。

猶興館の教へ子と出かけてゐた平戸の義兄は既に帰ってゐた。

11月25日 晴

｢理恵子の手帖｣の改訂終了。直ちに原稿を持って実業之日本社に出かけ、出版

部の山下秀雄氏に原稿を渡して種々打合せをなし、久しぶりに吞気に銀ブラして

帰る。

平戸の義兄、今日から日比谷公会堂に於ける会議に出席。

夜、戯曲集｢螟蛉子｣の校正。

11月26日 晴

戯曲集｢螟蛉子｣の校正。

午後一時より満洲移住協会の新事務所で｢新満洲｣が新年号より｢開拓｣と改題

し、内容を改めるにつき、編集方針についての懇談会。

出席者、春山行夫、湯浅克衛、福田清人、田郷、青木直その他。

散会後、福田君や湯浅君と四谷まで歩いて、それから帰る。

二ヶ月、多忙のため家人等にも色々気を使はしたし、久田の兄も来てゐるこ

とだから、慰安のつもりで久しぶりに一家で銀座に出、東宝小劇場で名人会を聞

く。休憩中、偶然、辻復二君に逢ふ。

帰途、義兄の御馳走で新橋付近の食堂で軽い食事をする。

寝酒一合。

※この日の欄外に、以下の記述がある。

この夜、講談倶楽部の二月号に発表すべき戯曲——自分の希望で改訂中のもの



｢田郷虎雄日記｣  283

を速達で送る。

11月27日 (天気記載なし)

戯曲集｢螟蛉子｣の校正。

平戸の義兄、風邪気味にて休養。

午後四時より台湾の文教局長に栄転する拓務省拓務局総務課長梁井淳二氏の送

別お茶の会。

梁井氏退席と共に他の会員より先に帰宅して、戯曲集の校正をつゞける。——

一円五〇銭の定価をつけるには紙数が余り超過するので、むしろ、之を二冊にす

る案を相談すべく思ひ立ち、舟川氏に明夕コロンバンで逢ひたき旨、速達を出

す。

梁井氏送別お茶の会で井上正夫氏や蜂野君に逢ったので、先日、女子科学塾の

松井女史から依頼されてゐた舞台稽古見学の件を相談し快諾を得。

11月28日 (天気記載なし)

朝のうち例によって夏目歯科医に行く。

戯曲集｢螟蛉子｣の初校、大体本日終了。

午後五時半より六時までコロンバンの二階で舟川氏を待つ。来ない。店が混

んで来たので通に出て待つ。間もなく見えたので、銀座裏のとある食堂で打合

せをする。｢螟蛉子｣が四〇〇ペーヂを超えるので、既定の十五編中より二三編を

抜いて、四月頃、更に一冊出すことにし、且つ、開拓文芸選書として出すのは不

利なので今回のものの部数を少くし次回のものを多くすることなどを話し合

ふ。大体は舟川氏の意見をそのまゝ容れることにし、再会を約して別れ、日比谷

松本楼の拓務省拓南局第一課長高橋書記官の｢南洋群島を中心として見たる日本の

南進政策｣なる講演を聞きに行く。——大陸開拓文芸懇話会

                         

高田英之助氏(新興キネマ)に速達を出す。——新橋郵便局から。

11月29日 晴

梁井淳二氏(新任台湾総督文教局長)を東京駅に見送る。——午前九時。

平戸の義兄の特急券を買ふ。一日までは既に満員なので、二日の富士(二等)を

買ひ、一緒に銀座に出、伊東屋で原稿紙、切抜帳を買ふ。不二屋でコーヒーを飲

み、資生堂で朝鮮陶器展を見て帰る。

精動の国民娯楽脚本集第二集送り来る。(五〇冊)

午後二時、義兄を明治座に案内。井上正夫一座の舞台稽古を見る。女子科学塾

の生徒たちのために舞台稽古を見る気になったのだが、かんじんの塾の人たち

の姿は見えない。

兄が来ることになってゐるので、四時ごろ明治座を出る。美松でコーヒーを
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飲んで帰る。兄夫婦来る。

                         

舟川氏(洛陽書院)

高田氏(新興キネマ)速達

11月30日 雨 後、止む

渋谷の庶民金庫に出かける。帰途明治製菓でコーヒーを飲む。

一旦、家に寄って夏目歯科医に行く。義歯を合はせるために二時間近くかゝ

る。

昼食にはウドンをとる。

義兄、代って外出。

数十日の疲労で無暗と睡い。しばらく午睡をする。

義兄、帰って来、洋子も帰宅したので義兄と共に上野精養軒の平戸会に出か

ける。途中、放送局に寄り、折よく金谷君がゐたのでスタヂオを義兄に案内す

る。

平戸会は藤浦君を除く外、全員出席。…散会後、松浦氏を除く全員でコーヒー

を飲む。…この店で偶然、西沢に逢ふ。

                         

朝、舟川氏(洛陽書院)に速達を出す。

12月諸事要録

執筆

随筆｢村の劇場で｣�東宝� 12.5枚

小説｢亜細亜の柱｣�小学生の科学�誠文堂 22枚

ラヂオドラマ｢木枯｣JOAK 32枚

小説｢南方の詩｣ 16枚

戯曲｢昔の仲間｣�躍進時代� 25枚

収入

昭和書房｢馬車と口笛｣印税残金 200円

陸軍画報社｢僕だって日本人｣ 44円

満鉄｢小さい裏切り者｣�拓友� 141円

講談倶楽部｢算術の宿題｣ 75円

誠文堂｢亜細亜の柱｣原稿料 63円

モダン日本社�公共劇脚本集�印税 88.40円

東京朝日｢劇評｣ 10円

昭和書房｢馬車と口笛｣印税半金 200円

芸術小劇場｢野菊かをる丘の上｣ 20円
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�躍進時代� 43円

洛陽書院�螟蛉子�印税残金 260円

�令女界�(宝文館) 36円

ラヂオドラマ｢木枯｣ 160円

計1340.40円

12月1日 晴

紀元二千六百年の、いよいよ十二月だ。

風は冷たいが、ばかによいお天気だ。

洋子は義兄を案内して三越、京子は美知子を見舞ひに三楽に、自分は夏目歯科

医に出かける。

久しぶりで登美子と二人で中食。お酒一合を飲んで夕方まで眠ってしまふ。

起きて庭で炭を焼く。

やっと義兄たちも帰って来たので、夕食にしようとすると、宮國なる人が義

兄を訪ねて来る。

登美子、腹痛の気味で元気なし。

                         

女子科学塾の松井塾長と生徒より舞台稽古見学の礼状来る。自分等とは行き違

ひに、やはり出かけたる由。

                         

｢子供の科学｣より｢亜細亜の柱｣の校正送り来る。

12月2日 晴

爽かに目覚めはしたが、昨夜催眠剤を二服も用ひて眠ったせゐか、起きてみ

ると、とても眠い。例によって庭に焚火をし、みんなが出てゆくと義兄ととも

に一睡する。九時過ぎ起きて｢東宝｣から頼まれてゐた随筆｢村の劇場で｣十二枚半

を書く。今日いよいよ平戸に帰る義兄とともに家を出る。有楽町駅で自分だけ降

りて東宝文芸ビルに行く。編集会は日劇の五階に越したとのことで、そちらへ出

かける。大山君は食事に出てゐて不在。原稿だけおいて、すぐ東京駅に出かけ

る。義兄、並にその教へ子である松園君と東洋軒で昼食をとる。

滞在十日、平戸の義兄、富士で帰る。

見送りの松園、松野の両青年とプラットフオムで別れ銀座に出る。三昧堂で

ポケツト日記を買ひ、明治製菓でコーヒーを飲んで帰る。帰途、平塚橋の印屋に

彫刻を頼みに寄ったが、手本がなければ彫れぬとのこと故、その旨阿部君に速達

を出す。

                         

東宝より速達(原稿の催促)
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12月3日 晴

昨夜、三浦やで天プラそばを肴に小一合の酒を飲んで宵から眠ったので、十

二時には目が覚め、暁近くになってから、やっと本式に眠った。そのために久

しぶりの朝寝。目が覚めた時には家人は出て行ってしまってゐた。

一人で朝食をすまし、庭に焚火をし掃除をして、満鉄、鉄道総局付業課拓友編

集者に｢小さい裏切者｣に対する要求書を書き、書留航空便で出す。

国民娯楽脚本集第二集を発送する。

荒木巍君の｢詩と真実｣を読む。

午後、洋子が帰ってから夏目歯科医に行く。義歯一部分完成。

阿部君から検印用の印の下絵が速達で送って来たので平塚の印屋に頼みに行

く。

洛陽書院から検印用紙が速達で送って来たので、登美子と洋子に捺印させ

る。

太平堂に｢印度案内｣と｢八紘一宇｣を注文し、荏原中延駅付近の薬屋で◯C を求め

て帰る。

                         

拓友(満鉄)に書留航空便。

阿部君、洛陽書院より速達。

躍進時代十二月号送り来る。

12月4日 晴 非常に寒い

例によって庭に焚火をし、消炭をつくる。

今日はこの冬で最も寒さを感ずる。

｢亜細亜の柱｣を書くつもりだったが、半ばは寒さのために気乗りせず、ウイ

ル ․デユーランド著早坂二郎訳の｢独立前夜の印度｣を読む。来年一月号に十年後

の｢印度｣を書く計画を立てる。

朝の中に夏目歯科医に行く。義歯の方は終了。あとももう二回か三回でよい

とのこと。

午後、無性に眠い。登美子が意外に早く帰ったので、午睡しようかと思った

が、そこへ大陸開拓文芸懇話会から、今夕五時半から｢アジヤ｣で行はれる満鉄主

催の晩サン会通知の速達が来たので止す。但、その会に出かけることも止し

て、平塚橋の印屋に約束より早く仕上げてくれるやう頼みに行く。

——以下十月十四日欄につゞく。

                         

昭和書房より検印用紙(二〇〇〇枚)送り来る。

洛陽書院より使用ずみの原稿送り来る。
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十二月四日の補遺…

どうしても八日夕刻でないと出来ぬといふ。昭和書房の検印は七日朝まで終

了の約束なので江島で彫らせたもの(斉々哈爾で買った印材)で間に合はせること

にし、散歩して帰る。

登美子に検印を押させる。

千北君に平戸のあぢを持ってゆく。不在。あぢだけおいて来る。

入浴後、京子に｢やきいも｣を買はして大いに食ふ。

夜も｢独立前後の印度｣を読む。

12月5日 晴

例によって焚火。——が、今日は昨日とは反対に非常に暖い。

山下秀雄氏(実業之日本社)から｢理恵子の手帖｣の係が中田之雄氏に決定した由

の通知あり。

今日も｢亜細亜の柱｣は書けなかった。

泉本君の｢夫婦の記録｣を読む。読了。なかなか面白い。

登美子も洋子も京子もみんな帰りが遅い。留守番がないので、歯医者にも理

髪屋にも行けない。舟川氏からも講談倶楽部からも音沙汰なし。すっかり憂鬱に

なる。…高田氏(新興キネマ)から精動脚本集の礼状に添へて、更に数日猶予を乞

ふ旨の葉書あり。

理髪屋に行き、夕食をすまして夏目歯科医に行く。千北研一君から昨夜のお

礼にとて林檎。並びに明夜の招待状(女中持参)あり。明夜は農懇の研究会なので

予め手紙を書いて自分でことはりに行く。

12月6日 晴

｢亜細亜の柱｣今日も駄目らしい。そこで朝日から来た劇評の稿料をとりに行

く時(中延局)予め篠原君に明日送る旨の速達を出しておく。同時に、洛陽書院の

舟川氏に検印を中々とりに来ないので、何かの都合で猶ほ遅れるやうなら、仕事

を進めてもらふために検印は速達で送ってもよい旨の速達を出す。——又、農山

漁村文化協会の古瀬伝蔵氏に先日のお礼状の序に、｢木枯｣の原稿を貸してくれと

の手紙を出す。

帰って来て｢独立前夜の印度｣を読む。早く｢印度｣を書きたい。

午後二時、家を出て銀座に行く。園池氏と落合ふため。三昧堂で｢トルグート

族｣の第一部、紀伊國屋で｢世界再建と国防国家｣を買ひ、コロンバンの二階で園

池氏と語る。農懇の研究会には、園池氏にことづけをして行かないことにし、

一緒にモダン日本社に行き…

——以下十月十五日の欄につゞく

                         

十二月六日の補遺…
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出版部の辻君と逢ひ、有馬伯爵の令息へ送る慰問品を買って園池氏に託し、同

氏と新橋の塩瀬で｢しるこ｣を食べて別れる。

｢亜細亜の柱｣を書くつもりで、夕食の時、ビールを飲んで一睡する。一時間

ばかりで目が覚めたので入浴。そばを食べて仕事にかゝる。出来ず。あきらめ

て｢独立前夜の印度｣を読んで明方近くに眠る。

12月7日 小雨

明方近くになって眠ったものだから、少し朝寝。庭に焚火をしながら歯を磨

く。

〆切に三日遅れることになるが、｢亜細亜の柱｣を書くことは今日は断念し

て、篠原君に電報を打つ。それから新橋に出て、明治製菓でコーヒーを飲んでか

ら昭和書房に行く。店の前で藤岡氏と一緒になる。検印を渡し、印税金四百円の

内、弐百円だけ受取る。紙の配給が遅れて悪くすると｢馬車と口笛｣の出来上りは

二十日過ぎるかも知れぬとて藤岡氏はこぼしてゐた。早く出来よかし。

西久保櫻川町(芝)の第百銀行支店に小切(小切手)を落しに行き近くの郵便局で

参拾円貯金して、銀座に出る。近藤書店で一二冊の本を買ひ、藤浦洸君と偶然に

出会ったのでコロンバンでお茶を飲んで別れ、三昧堂で｢新亜細亜｣と｢大東亜主

義｣を買って帰る。夏目歯科医に於ける歯の治療本日完全に終了。ブドウ酒を飲

んで夕方まで眠る。

登美子と京子三楽に美知子を見舞ひに行く。

                         

舟川氏(洛陽書院)より速達。

モダン日本社より｢愛国回覧板｣の校正送り来る。

登美子が青森に注文してゐた林檎百個送り来る。

12月8日 晴 夜、雨

久しぶり日曜らしく朝寝をして、九時ごろ起きる。庭に焚火をすること例の

ごとし。

今日こそ｢亜細亜の柱｣を完成しようと思って机にはついたが何かなボーツと

して気乗りがせず、五枚ばかり書いただけで午後も庭に焚火をしながら、傷痍

軍人慰問の午後のラヂオなど聞いて時を過す。

｢雄弁｣の須長英男氏から速達。素人劇脚本の依頼である。

夕食前に、平塚橋に印をとりがてら散歩にゆく。印はまだ出来てゐなかった

が、古本屋で令女界の八、九月号と｢紙芝居｣に関する本を買って帰る。空模様が

怪しくなり、風邪が出て来たので超満員のバスに乗って帰る。

何かなし気持がパツとしないので、催眠剤を服用して早目に休む。すぐ眠

る。——翌朝六時まで、ぐっすりと一息に眠る。珍らしいことだ。
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12月9日 晴

ぐっすり一晩眠ったので元気よく六時に起きる。例のごとく焚火。——が、

もう燃すべき材料もなくなってしまった。

朝食後、いつでも出かけられるやうにヒゲを剃って、机に向ふ。｢亜細亜の柱

｣二二枚、正午過ぎ出来あがる。〆切を遅らしてゐるし天気もよいので持って行

くことにする。神田からタキシーで誠文堂に出かける。折よく篠原君がゐて大

いに喜び、モカといふ喫茶店に案内してくれてコーヒーの御馳走になる。…こ

の小説終了後には直ちに単行本にするとて、その話合ひなどする。三昧堂でエ、

エム、サハイ著、高岡大輔訳の｢英帝国敗るゝの日｣を買ひ、新橋で｢そば｣の昼食

をすまして帰る。

夕食後、洋子をつれて平塚橋に行き、検印用の印を受取り、昨日みつけた古

本屋から明治大正史(朝日版)六冊と他一冊と買って帰る。

                         

誠文堂の帰り、日劇に大山君を訪ふ。不在。

モダンに本社から｢将軍の宝｣｢小さい裏切者｣の初校来る。

12月10日 晴

大変よいお天気。

午後三時(幸ひ洋子が試験中で早く帰ったから)のんびり家を出る。——前進座

から十二日の招待が来てゐたのに、今朝また速達で招待が来たからである。

コロンバンの二階でコーヒーとケーキを食べて新橋演舞場に行く。一番目は

真山青果の｢乃木将軍｣割に面白い。■■■■(※かんじん、の四字が打ち消され

ている)の塹壕の中で乃木、児玉の両将軍が逢ふ見せ場は、かんじんの児玉将軍

の役()(※この括弧内は空欄。役者名を書き入れるつもりだったか?)が拙くて興

をそがれる。

休憩時間に水谷君(文芸部)や協調会の三隅氏と逢ふ。今晩は二番目の｢暫｣まで

見て帰る。

｢さらしな｣で一本つけさせ、鳥なんばんの夕食をすまして帰る。

令女界より｢南方の詩｣第一回分の控へ送り来る。(速達)

                         

美知子、本日退院の由。

12月11日 晴

午前中は今日もよいお天気で暖い。

満鉄｢拓友｣編集者より返事来る。

明石精一氏より少年文学のことにつき烈々たる書面あり。右両方に返事。

洋子が帰って来たので昼食をすまし一睡しようとすると、芸術

小劇場の白石君来訪。…愛国婦人会より託された謝礼を遅延したことの詫び
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に来たとて弐拾円おいて行く。不快であったが、相手がくどくどと陳弁これ努

めるので面倒くさくなり承知する。

愛国婦人に抗議の手紙を書くには書いたが、出すのは見合せる。

夜、何となく疲れて何にもせずに休む。

拓友編集人(満鉄)より返事。

木枯(農村文化)の校正送り来る。

12月12日 晴 午後小雨

午前中一時半から上野精養軒で大政翼賛促進の会。…岸田、上泉、菅井三氏が

文化人として、翼賛会文化部の部長、副部長に推されたことに対して、全文化人

で之を激励しようといふのである。進行係久米正雄氏の挨拶によると、出席回答

者五百人に対して、実際に来た人は七百人に近いとのこと。文字どほりの盛会裡

に三時頃閉会。

銀座に出る。更科、近藤書店、三昧堂で時間を潰し、令女界新年号が出てゐた

ので、買って、千疋屋でコーヒーを飲む。小雨の中を、まだ少し時間が早いけ

れど、コロンバンに行く。偶然相馬君に逢ふ。保高、湯浅の両君も来てゐて暫く

談笑する。が、落合ふ約束の明石氏が来ないので、店の外で待ち、間もなく来た

ので同道で新橋演舞場(前進座)に行き、そこの喫茶室で明石精一氏から

——以下十月二十五日欄に…

                         

十二月十二日の補遺…

色々と少年文学の会に於ける野口等の悪辣な陰謀を聞く。おたがひ自重する

ことを約して別れる。

大隈俊雄君と語り、十日の夜見ないで帰った最後の｢一本刀土俵入｣を二場だけ

見て、園池、大島の両氏と共に外に出る。銀座裏のおたかうで三人で二合の酒を

飲んで別れる。

12月13日 晴

ラヂオドラマ｢木枯｣執筆。原作ははじめ産業組合の脚本集のために書いたも

のであるが、それが農山漁村文化協会に移り、｢農村文化｣新年号に載ることに

なってゐるもの。——これを自分でラヂオドラマ化することにし、坂井君(農山

漁村文化協会)に校正を送ってもらってゐたのである。午後は疲れてしまったの

で半分で中止し、｢蘭印風物誌｣を読む。

風呂に行って、愛国婦人会本部に於ける農民文学研究会の演劇部会に出席。

集ふもの、藤森成吉、園池、田郷、上田久七、松田甚二郎、八木隆一郎、伊藤

貞助、森下書記。今後の仕事につき協議する。…こゝで富安氏、小嶺君にも逢

ふ。
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(演劇部会に行く前に、新宿でチヤンポンを食べ、エルテルでコーヒーを飲

む。中村屋で｢バ、ガバド、ギーター｣を買ふ)

帰りは伊藤氏と神田駅まで一緒。

12月14日 晴

午前中ラヂオドラマ｢木枯｣執筆。｢躍進時代｣から稿料四二円(一枚三円)送って

来たので、仕事の途中で中延局にとりに行く。正午すぎ脱稿。文芸部横井氏宛速

達で送る。

京子以下三人、早く帰る。

今日は天気よく非常に暖い。

今日の午後、訪問するとの速達が昨日、堀沢氏(講談倶楽部)から来たので、外

出もせずに待ってゐたが、つひに来らず。

                         

明石精一氏より葉書。——先夜、逢ったことに対する礼状なり。

12月15日 晴

今日も頗るよい天気。

植木屋が来る。借家人の方で二円出してくれなければ例年のやうには刈れぬ

といふから、刈れる程度でやれと答へる。しかし、けっきょく菓子代として金

一円包んで渡すことにする。

洛陽書院より速達。出版届と小切手二百七十円送り来る。出版届に捺印し、印

税の仮領収証と検印三千枚、速達書留で送る。

今日は｢南方の詩｣を書くつもりであったが、スムースに着手し兼ねる気持な

ので、昼食にビール一本を飲んで午睡。

(洋子、京子は美知子の家に出かけて、夕方帰る。美知子は元気になり嫂が病

臥せる由)

夕食前、自由が丘に散歩し、｢回教世界｣十二月号を求めて帰る。

入浴後｢蘭印風物誌｣読了。登美子と久しぶりに｢みさの｣に行き二合飲んで帰

る。——二合も亭主に哀願してやっと飲ましてもらふ始末——。

12月16日 晴

今日は焚火も何も止めて、すぐに机につく。｢南方の詩｣を書くためである。

中々思ふやうに緒がつかぬ。半ペラで五枚の草稿を書いたきりで新宿に出かけ

る。洛陽書院から来た小切手二百七十円を落すためである。然るに三和銀行新宿

支店員の話によると、横線がある故に支払へぬとのこと。紀伊國屋で革新経済講

話その他一冊の本を買ひ、中村屋でコーヒーを飲んで帰る。帰途、荏原中延駅で

途中下車して、舟川氏(洛陽書院)に小切手に関する詰問の速達を出す。(行きがけ

も荏原中延で降りて、北村氏(令女界)に原稿を明日まで待ってもらふ速達を出
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す)

午後は、買って来たばかりの｢蘭印と日本｣を読む。

                         

木炭二俵配給あり。

穂積より手紙、並に登美子や子供達に日記帳を送り来る。

舟川氏(洛陽書院)より、やっと本が出来たから明日午後三時に訪ねるとの速達

あり。正午にこちらから出したものと行き違いになったわけ。早速返事を速達

で出す。

放送局横井氏より｢木枯｣に対する礼状速達で来る。

12月17日 午後雨 甚だ寒い。

北村氏(令女界)に今日の正午までに届けると速達で約束しておいたので、是

非にと思って｢南方の詩｣にとりかゝったが、どうも思はしくなかったので、つ

ひに夜に書くことにして止す。…都新聞の運勢欄にひッかゝった形。但、それ

によると午後には大変幸運に恵まれるとのことで、大いに期待したが、その方

はつひに空し！呵々。

幸運はとにかくとして、約束の舟川氏(洛陽書院)も来らず。大いに焦れる。

午後から降り出した冷雨、夕方にはつひにみぞれとなり、甚だ寒い。梅田屋

からやっとのことに酒を手に入れ、夕食の時に飲んで二時間ばかり眠って｢南方

の詩｣にかゝる。今度もつひに物にならず。又々酒を飲んで眠る。あゝ。全く苦

しい酒であった。

                         

北村氏に電話したが不在、店の人にとりつぎを頼んでおく。

夜、舟川氏より明日の午後三時半訪ねるとの速達。

※この日の欄外に、以下の記述がある。

予定

午後三時以後舟川氏来訪

午後五時農懇文学部会

12月18日 晴

久しぶりに朝の七時から机に着く。｢南方の詩｣甚だ不満ながら十六枚書き、

倉皇として持参する。銀座からタキシーを飛ばす。北村氏も松久氏も不在。店の

人に預けて銀座に出る。更科で｢そば｣を食ひ、紀伊國屋を覗くつもりで歩いてゐ

ると、ひょっこり園池氏に逢ふ。僕に逢へはしないかと思って、コロンバンに

も寄ったさうで、大よろこび。モダン日本社の｢公共劇小脚本集｣が出来たとて、

その見本を見せてもらふ。両方とも三時までには帰宅しなければならないの

で、尾張町で別れる。

午後三時半、舟川氏(洛陽書院)来訪。先日の不渡り小切手を現金二百六十円と
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替へる。｢螟蛉子｣もやっと出来た由。…が、安堵のためかどうか一向愉しい気持

になれない。殊に京子の入学試験のことで

以下十月廿六日の欄に…

※この日の欄外に以下の記述がある。

青山龍水君から手紙。

                         

十二月十八日の補遺…

気かかりなことになったものだから、すっかり憂鬱になる。といふのが京子

の報告によると、今学期の成績が案外よくないらしいのである。洋子の折に比

べて、われわれ両親の方にも大いに責任はあるが、何にしても心配なことだ。

                         

登美子、月給が上って八十五円になる。三月には止めるのだから、せめても

う半年早く上ってゐてくれたらなどと、欲を出して笑ふ。

12月19日 晴

｢馬車と口笛｣の広告文案を書く。昭和書房藤岡氏の依頼なり。

宝文館より稿料が送って来たが、その安いのに驚く。西郵便局で貯金にし、

荏原町駅の近くで、マホメツト伝を買ひ、昭和書房に行き、広告文を渡す。明日

中にはどうなりかうなり出来上るとのこと。

三昧堂で｢螟蛉子｣を始めて
ママ

みる。三越銀座支店で十円の商品券三枚買ふ。税金

が九十銭。…山下(実業之日本社)氏へのは郵送してもらうことにする。近藤書店

で｢螟蛉子｣を買ひ、さらしなでそば、ブラジルでコーヒー、三昧堂で螟蛉子、

そして帰る。

夕方、昨夕注文した用箪笥(三二円)届け来る。

登美子、松本女史を訪ふ。話はうまく行った由。

舟川氏より速達。伊藤氏訪問の件と、とりあへず十部送った通知。

横井氏(放送局)より速達——二十一日に稿料を渡したい旨。

たまってゐる手紙の返事を書き、催眠剤を服んで眠る。

12月20日 晴

藤口君(躍進時代)より速達。戯曲の注文——二十三日までといふ差迫った仕事

だが引受ける。

雄弁の戯曲のテーマを考へる。なかなか名案が浮ばない。

午後、思ひがけなく大島万世氏来訪。

｢螟蛉子｣十部送り来る。

舟川氏と横井氏(放送局)にそれぞれ返事(速達)

西沢、永井、辻三君に葉書
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12月21日 晴

今年の仕事も戯曲二編(雄弁と躍進時代)きりといふところまで漕ぎつけた

が、その二編が中々よい案が見つからぬ。

待ってゐた園池氏から印税は来ずに、紙芝居の雑誌が来る。外に高橋義信の

葉書。開拓新年号(新満洲改題)その他。

穂積から速達——螟蛉子その他の宣伝引受けるから広告文をくれといふ。

三人とも早く帰る。

藤口透吉君(躍進時代)来訪。

実業之日本社に内山君を一年ぶり近くで訪問。｢螟蛉子｣を進呈し、野口君のこ

とにつき話す。

タキシーで放送局に行き、文芸部の横井君と逢ひ、ラヂオドラマ｢木枯｣の著

作権料百六十円を現金で受取る。

銀座に出て三軒の本屋を覗く。——｢馬車と口笛｣が出てゐるかどうかを見るた

めに。——出てゐない。その代り、ネールの伝記を手に入れて大喜びで帰る。

舟川氏から速達。

12月22日 晴

雄弁の戯曲を後回しにして、躍進時代のを書かうと思ふが、これも意の如く

進まず、つひにペンを投げて、家を出る。西荻窪の泉本君等の集まりに顔を出す

ためである。が、新宿で途中下車して紀伊國書店
ママ

を覗く。どうかと気にしてゐ

た｢馬車と口笛｣がちやんと店頭に出てゐる。｢螟蛉子｣に次ぐ我が著書である。自

分で一冊買ふ。チヤンポン支店、エルテル、それから西荻窪の｢千代平｣に行

く。集るもの、泉本、平川、竹森、その他一名。久しぶりに気持よく飲む。泉本

君の夫人も来たので、挨拶して皆より一足先に帰る。

12月23日 雨

今日は躍進時代の原稿を伊藤寿一君に渡す約束の日だが、どうしても書けな

い。〆切の日が来てゐるのに、テーマも考へつかないなんて、めつたにないこ

とだ。

あきらめて冷たい小雨の中を新宿に向ふ。舟川氏(洛陽書院)とモナミで落合

ひ、大宮八幡行のバスに乗って、伊藤熹朔氏を訪ふ。不在。夫人に｢清水焼｣の酒

器を進呈して又、新宿のモナミに行き、五時にならないと酒が飲めないので、

しばらくコーヒーとケーキで話し、五時になるや、モナミの酒場の方に行って

飲み且つ語る。

                         

西沢君(春陽堂)より速達——日本の風俗の原稿の件。
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12月24日 雨

南風のせゐで、昨日に引換へ今日は実に暖い。但、雨は今日も猶ほ降りつゞ

く。

躍進時代の原稿、今日も書けぬ。すっかり神経衰弱の気味だ。苦しい。苦し

い。

千葉(拓共——満鉄)から手紙とパンフレツト。山下秀雄氏、久田富美枝、高橋

義信、永井麟太郎その他の諸氏から来簡。モダン日本社より｢公共劇小脚本集｣一

冊送り来る。

京子を先頭に、登美子、洋子、三人とも早く帰る。京子は全甲になったとて

大ホクホクである。洋子は進退なし。

夕、舟川氏(洛陽書院)より明日午後来訪するとの速達。

12月25日 晴

書けぬ、書けぬ。どうしても書けない。躍進時代の原稿は主任の藤口君が事

情を打明けての頼みだし、又、それを承知して上での引受けた仕事だから何と

かして書かなければならないのだが、十月十一月、猛烈に仕事をしてゐるの

で、そのための疲労なのか、まるで頭が動かない。ユーウツの限りだ。

午後、約束どほり舟川氏(洛陽書院)が著書二十部(既に郵送を受けてゐるのを

合せると三十部)持参してくれる。出版元から寄贈してもらふ分の印税五円を手

交する。とらないと固持するのを将来のこともあるからとて、無理にとらせ

る。

どっちみち時間も半端になったので、執筆を断念して、著書(螟蛉子)の寄贈

の包装をする。大体著書から三十余部寄贈することになるわけだ。その代り、小

説(馬車と口笛)は特殊の人にしか送らないことにしよう。

夕方から美知子のところに出かける。誕生日である。全快祝ひである。

以下十月二十七日の欄に…

                         

十二月二十五日の補遺…

丁度、美知子のところに中村の浩さんや根岸さんとこのアツ子さんも来てゐ

る。三人(兄、浩君)と酒を飲み、一睡し、正月のことを打合せして辞す。

帰途、阿部氏宅に寄る。阿部さん意気あがらず。

書いて机につく。テーマすら頭に浮かばず。夜明方に眠る。

12月26日 晴

やっと明方に眠ったのだが、大体いつもと同じに机につく。今日は石に噛り

ついても書かなくてはならぬ。つひにフランスの小学読本にある｢四人の友達｣

といふ話にテーマを藉りて｢昔の仲間｣といふ一幕物を書くことに定め、半ペラ

で八枚ばかり書いたところに、とうとうたまり兼ねたと見えて、藤口君来訪。
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今日の中に絵の方の絵形も終了しなければならず、且つ、伊藤君(寿一)がどうし

ても今日中には出来ぬといふから外に人を探さねばならぬから、せめて情景と

ストリーだけでも書いてくれといふので、さうする。今日中に速達で原稿も送

る約束をしたが、明日持参することに肚を定め、夜は｢みさの｣からすしをとり

家庭忘年会をやって、宵のうちに眠り、徹夜で書くことにする。

約束の二十枚になっても完結しないので、朝方、ちょっと眠る。

12月27日 晴

朝方に少し休んで、九時ごろから｢昔の仲間｣にかゝる。十一時ごろ脱稿。

但、三十枚を要する題材をムリヤリ二十五枚にまとめたのだし、且つ、目茶苦茶

に急いだので、どうにも不満極はまるものだが、仕方がない。

自分で持ってゆく。有楽町からタキシーを飛ばす。藤口君は不在だったが、

事ム員に原稿をわたして銀座に出る。近藤書店で自著｢馬車と口笛｣を買って帰

る。

保険局と庶民金庫の用をかたづけそのまゝ新宿に出る。チヤンポン、紀伊國

屋、エルテル。約束の六時には、永井、西沢、辻の順でみんな集まる。僕の発起

で辻君(芸術座)の幹部昇進祝ひをやらうといふわけである。

会場を｢浜の茶屋｣に移して、さゝやかながら四人でゆっくり飲む。九時ご

ろ、コーヒーを飲んで散会。

                         

誠文堂から原稿料、園池氏からモダン日本社の印税、送って来る。

今日、餅も出来、登美子たち受取りにゆく。…配給による餅である。そして

半搗の餅である。

○ガラス障子のガラスを入れ変へさせる。

12月28日 晴

登美子は日直で出てゆく。｢日本の風俗｣の随筆を書く前に園池氏と昭和書房に

出す葉書を書いてゐると講談倶楽部二月号の稿料が来たので小切手を落すために

出かける。帝国生命館内郵便局で六十円だけ貯金する。

新興キネマから速達で｢母代｣の試写の案内が来てゐたので、築地映画劇場を

覗く。｢激流｣｢母代｣どちらも一寸おもしろい。更科でソバを食べ、紀伊國屋で  

｢日本経済年報｣43を三昧堂で｢螟蛉子｣を買ひ、モナミでコーヒーを飲んで帰る。

｢馬車と口笛｣が十部送って来てゐるので、山本氏以下八人に寄贈する。

                         

ひどく疲れをおぼえる。｢日本の風俗｣の随筆も、つひにことはることにし、

西沢に速達を出す。

                         

こゝのところ毎晩、酒がつゞいたが、今晩は酒なしで眠る。
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少年文学の会から明夕、宮尾、小山氏等の壮行会を催す旨の速達。

12月29日 晴

下半期になって一度もしなかった雑誌や書類の整理をする。来年は愈々印度

に着手するつもりで思ひきり、古雑誌を整理してしまふ。終日かかっても片が

つかない。明日もやらなければ仕方なささうだ。

長い間もめてゐた｢拓友｣(満鉄)の原稿料が、つひに送って来た。金百四拾壱

円也。今月は収入つひに千円を超過する。が、収入の割には今月は仕事の方が不

振。十月十一月の疲れのためではあるが、来年からは、もっと平均に仕事をし

たいものだ。

洋子、京子、お年玉を買ふとて二人で買物に行く。散髪も午前中に片付け

る。私は明日にしよう。

12月30日 晴

京子に小包を持たせ、満鉄から来た電報為替を受取るために荏原郵便局に行

き、そこで京子を返し、阿部君を訪ふ。今月は月給がおくれたと言ってゐたか

ら都合では立替ておかうと思ったからである。幸ひ渡ったといふから、美枝さ

んに金拾円お歳暮として帰り、今度は、やはり京子をつれて銀座へ買物に行く。

陶雅堂で番茶器と酒器、新橋の京都物産で深皿、菊皿等を買ふ。両方で四〇円に

近い買物である。かうしたものへの趣味を長年おさへて来たが、もう娘等へ遺

す家具としても集めておいてよいと思ひ思ひきって買ふ。京子のために汁粉を

食べたり、更科でそばを食べたりして帰る。何だか風邪気味でビクビクする。

帰宅したら、すぐ中山利国氏が訪ねて来る。先日｢螟蛉子｣を送ったから、そ

のお礼心の意味であらう。ネールの自叙伝を翻訳することをすゝめる。

平戸の義兄から速達——敏活のために服部から時計を買ってくれとて二十円の

為替が入ってゐる。

用心のためアルバジルを服して休む。

——以下十月二十九日の欄に——

                         

十月(※十二月の間違い)三十日の補遺…

今年は忙しかったせゐでもあるが、おしつまった今日になって風邪気味なの

で、理髪屋にも行けない。明日まで様子を見て場合によっては、登美子に散髪し

てもらふつもりで、洋子に手つだはせて昨日のつゞきの書類の整理をやる。

一杯ほしいところだが、今度の正月は酒不足で、やっと一升手に入ってゐる

ばかりだし、それに風邪を悪くして折角今年から復活してゐる元日の神詣でを中

止しなければならないやうでは困るから大事をとって、神妙に休む。
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12月31日 晴

陸軍画報社から四十四円(稿料)送り来る。…その声に起されて、みんな起き

る。

自分で小包を送りがてら、荏原局にとりに行き、ついでに銀座に出る。しか

し、服部時計店に寄ってはみたが、あんまり人が多いので時計を買ふのは明け

てからにすることにして、ブラジレイロでコーヒーを飲んで帰る。帰途、西銀

座の島津で、風邪の薬とマスクととそを買って帰る。

千北研一君、平戸の義兄、佐世保の義父、舟川氏(洛陽書院)、藤岡氏(昭和書

房)、須長氏(雄弁)、堀沢氏(講談倶楽部)、穂積、浅の君、近藤君、相浦の叔父に

それぞれ要件を兼ねた年賀状を出し、今朝出来て来た偏額(琴□作)を懸けたり、

神仏への供物、門松飾り等をして静かに越年の準備をする。…今年は洋子京子と

も役に立つやうになったしするので、登美子指揮のもとに一切を

三人に委せ、私は唯々静かに年を送ることにする。

千北君と楢島君へは京子を使ひにやる。

以下補遺欄に…

                         

○十二月三十一日の補遺①

年末年始だけは多年自分が中心となって気を使って来、それがまた新年を迎

へる気分として必ずしも自分にとっては煩はしいものにも思へないので来た

が、今年のやうに妻子に委して、静かに年を送り、迎へるのも心静かでよいも

のである。

この秋は、ほんとに我ながらよく頑張った。仕事の出来栄はよいにせよ、悪

いにせよ、とにかく数年ぶりに充実した生活をしたことをもっては今は自ら満

足することにしよう。そして来るべき年にこそ質的にも量的にも更に一段の努

力をしなくてはなるまい。

夕方近くになって全然当にしてなかった印税の残金弐百円(小切手)が速達書留

で送ってきた。…約束は正月の六、七日ごろ支払ふ予定になってゐたのだ。

よくもよくも今月は金の入る月であった。今月だけで既に千三百二十円を越

えてゐる。まだ少し負債が残ってはゐるが、しかし、やりくりの心配なく年を

越すのは幾年ぶりであらうか。結婚生活以来、或は初めてのことかも知れな

い。

銀座で買った風邪薬の効目で悪くなりさうではないが、大事をとって

以下十月三十日の欄に

                         

○十二月卅一日補遺②

懸案の銀座で除夜の鐘を聞かうといふ計画は勿論、理髪屋に行くことさへ中

止し、登美子に床屋さんの代理をさせ、銭湯で髪を洗ひ、ヒゲを剃る。一家四
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人、平和に年を送る夕餉の膳につく。(風邪)大事をとって酒も形だけホンの少し

に止め、薬を服んで床につく。

しかし、床の中でラヂオによる除夜の鐘を聞く。
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