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�女人芸術�における中国表象
―― 越境する女性たちの記録を手掛かりにして

楊佳嘉
✉yangjiajia2@yeah.net

This paper discusses women intellectuals’ perception of China 

before and after 1930, through an analysis of the magazine 

Nyonin-geijutsu(July, 1928-June, 1932). By analyzing through a 

gender and postcolonial lens, the records of women who crossed 

from Japan to China and published their articles in 

Nyonin-geijutsu, this study clarifies how these writers represented 

China and how they perceived China at that time. The writers 

revealed three aspects of China: dynamism, invisible colonialism, 

and the ideal female image. Regarding the perspective of dynamic 

China, these women were not restricted by imperialist ideology; 

rather, they were impressed by a dynamic China and were critical 

of Japanese imperialism. Regarding the perspective of invisible 

colonialism, the women enjoyed the prosperity of capitalism, 

satisfied their curiosity and dreamt of a romantic and modern 

world in particular areas controlled by each empire. It is also clear 

that the contributors to Nyonin-geijutsu were stimulated by the 

liberating figure of their Chinese female contemporaries rather 

than looking down on Chinese women, and they reflected on 

their own selves and re-recognized themselves by learning from 

Chinese women. This study reveals a gap in the history of 

modern cultural development in East Asia. In discussions on such 

development, this route in the cultural exchanges between Japan 

and China should not be overlooked.

Keywords Representation of China(中国表象), Nyonin-geijutsu(女人芸術), 

Ｗomen Intellectual(女性知識人), Border Crossing(越境), Perception

of China(中国認識)
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1 はじめに

東アジアという視座において、近代の日本知識人たちはいかに中国を表象し、認識

したのか。近代日本のアジア認識における他者としての中国について問う研究では、近

年来、歴史と文学の領域で豊富な成果が上げられてきた
1
。しかし、これらの先行研究

では、主に男性知識人が対象とされ、女性知識人は不在あるいは従属的な位置づけと

なっている。女性知識人についての検討はわずかであり、明確にされていないものが

多い。

そこで本稿では、�女人藝術�という雑誌を取りあげ、1930年前後の時期において、

男性知識人たちに劣らないほどの意欲で中国に興味を持った女性たちの姿を明らかにし

たい。ここで�女人藝術�を考察の対象にする理由は次の二点がある。まず、雑誌の内容

からみると、後述するように�女人芸術�が、同時代のほかの女性雑誌
2と比較して、海

外への関心が高く、積極的に読者に海外の情報を紹介していたことが注目される。中国

もその一つとして取り上げられており、多数の中国関連の記事が掲載されてきた。ほか

の新聞雑誌にももちろん中国に関する記事はあるが、それらにおいては女性執筆者が少

ないのに対して、�女人藝術�では多数の女性執筆者が発信している。これが第二の理由

である。�女人芸術�では、編集から執筆、読者のすべてを女性が担う方針がとられ
3
、

女性の手による雑誌といえる。創刊当初より、様々な立場、階級、思想を持ったたくさ

んの女性たちが集まっている4。中国に視線を投げかけた執筆者として、作家である林

芙美子、中本たか子、森三千代、平林たい子、吉屋信子、女性運動家、評論家である山

川菊栄、永島暢子、神近市子、教育者である新妻伊都子、河崎なつ、ジャーナリストで

ある竹中繁、画家である長谷川春子などがあげられる。そのほか、無名であるが、積極

的に中国を紹介し、日中間の諸問題を議論し、中国を題材とする作品を創作、発表した

女性たち
5
も多い。�女人芸術�を検討することで、1930年前後の他者としての中国につ

いて、女性知識人群というカテゴリの発信動向を考察することが可能だろう。

�女人芸術�の先行研究としては、まず80年代初頭に刊行された尾形明子の研究があげ

られる
6
。尾形明子を中心とした研究者たちによって、�女人芸術�の全体像が明確にさ

1 近年の研究として、たとえば山崎真紀子 ․石川照子 ․須藤瑞代 ․ 藤井敦子 ․姚毅 �女性記者 ․竹中繁のつない

だ近代中国と日本――一九二六~二七年の中国旅行日記を中心に�(研文出版, 2018), 大橋毅彦�昭和文学の

上海体験�(勉誠出版, 2017), 和田博文 ․黄翠娥編�<異郷>としての大連 ․上海 ․台北�(勉誠出版, 2015)、王成

․小峯和明編�東アジアにおける旅の表象――異文化交流の文学史�(勉誠出版, 2015)、和田博文 ․徐静波 ․西

村将洋 ․宮内淳子 ․和田桂子�上海日本人社会とメディア 1870-1945�(岩波書店, 2014)などがあげられる。

2 例えば、�婦人公論�(1916.1-)、�婦人倶楽部�(1920.10-1988.4)、 �婦人運動�(1925.9-1941.8)、 �労働婦人

�(1927.10-1934.2)、�婦人戦線�(1930.3-1931.6)、�婦人戦旗�(1931.5-1931.12)など。

3 尾形明子 �女人芸術の世界――長谷川時雨とその周辺�(ドメス出版, 1980), p.14.

4 創刊頃の編集者だった素川絹子の回想によると、長谷川時雨の創刊構想は｢社会的に活躍している各方面

の、あらゆる婦人を網羅するというもの｣であった。(尾形明子�女人芸術の世界 長谷川時雨とその周辺�

ドメス出版, 1980, p.27).

5 たとえば、笙千鳥、大木耳子、高崎せつ子、戸田豊子、高橋鈴子など。

6 よく知られた著作は�女人芸術の世界――長谷川時雨とその周辺�(ドメス出版, 1980)と�女人芸術の人々�
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れ、当時�女人芸術�で活躍した女性たちの晩年の思い出および彼女たちの語りも活字化

されるようになった
7
。それらは現在の�女人芸術�の研究にとって貴重な基礎資料だと

思われる。しかし、これらはいずれも雑誌に参加した人々のインタビューと雑誌の紹

介に主眼が置かれ、雑誌内容についての研究は未だ少ない。近年、�女人芸術�は再び注

目され、�女人芸術�における座談会の言説分析
8、昭和期の恋愛ブームにおける女人芸術

の位置
9、�女人芸術�で活躍した個別作家の研究

10、�女人芸術�における女性プロレタリ

ア文学、女性運動についての考察
11

など、さまざまな面から研究が展開されてきたが、

�女人芸術�と中国の接点についての研究はほとんど展開されていない
12

。

本稿は雑誌�女人藝術�(1928.7-1932.6)を媒体に、ジェンダーとポストコロニアルと

いう視点から、中国に越境した女性たちの記録を通して、彼女たちが当時の中国をどの

ように表象し、どのように認識したのかを明らかにするものである。近代化の過程に

おける日本知識人の中国認識を女性の視点から検討し直し、これまで忘却されてきた女

性による近代化への参与の姿と、女性知識人というカテゴリーによって初めて措定され

る動的な影響関係の様相を解明することを目指す。�女人芸術�という雑誌の特徴を明ら

かにするというだけでなく、1930年前後の日本人が構築した中国像における空白を充填

し、近代日本の中国認識という研究領域に寄与したい。

2 �女人芸術�における中国関連の記事

�女人芸術�は長谷川時雨によって創刊され、1928年7月から1932年6月まで発行され

ていた女性雑誌である。前述したように、雑誌創刊当初は、編集から執筆、読者のすべ

てを女性とする方針がとられ、女性の手による雑誌として、新人女性作家の発掘という

(ドメス出版, 1980)である。

7 尾形の著作のほかに、長谷川時雨と｢女人芸術｣研究会�昭和を生きた女性たち――｢女人芸術｣の人々�(長谷

川時雨と｢女人芸術｣研究会, 1997)、岡田孝子�風に向かった女たち――望月百合子、平林英子、松田解子�

(沖積舎, 2001)などがあげられる。

8 シュリーディーヴィ ․ レッディ�雑誌｢女人芸術｣におけるジェンダー ․ 言説 ․ メディア�(学術出版会, 

2010).

9 太田知美 ｢昭和初期｢恋愛論ブーム｣における�女人藝術�の位置｣(パリ共同ゼミ)(�大学院教育改革支援プロ

グラム｢日本文化研究の国際的情報伝達スキルの育成｣活動報告書�, 2010.3).

10 例えば、菊地利奈 ｢�女人芸術�と生田花世：�私語り�とその文学的試み｣(�彦根論叢�第393号, 2012).

11 Mats Karlsson(2013) Thirst for knowledge：women’s proletarian literature in Nyonin-geijutsu, Japan 

Forum, 25：3, pp.346-361. Angela Coutts(2013) How do we write a revolution? Debating the masses 

and the vanguard in the literary reviews of Nyonin-geijutsu, Japan Forum, 25：3, pp.362-378. 中谷いず

み｢空白の｢文学史｣を読む――プロレタリア運動にみる性と階級のポリティクス――｣(�日本近代文学�第

98集, 2018.5)など。

12 わずかでありながらも、｢女人芸術｣と中国の接点についての研究はRoman Rosenbaum論があげられる。

Roman Rosenbaumは�女人芸術�(5巻4号)における座談会｢新満洲国はどんなところか｣の内容に着目し、そ

の分析によって、満洲国時代最初期の日本が満洲で行ったプロバガンダと植民地政策を考察した(Roman 

Rosenbaum(2013) What kind of place is the new nation of Manchuria? Roundtabletalk in Nyonin-geijutsu, 

Japan Forum, 25：3), pp.379-394.
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役割を果たしていた
13

。本論で注目するのは、同時代のほかの女性雑誌と比較して、記

事内容が多様で、外部との接続を強く求めるという特色が色濃く現れていることであ

る。四年間、一貫して外国の情報が大量に載せられており、特に雑誌が創刊されて三年

目に左傾化した
14

後、もっぱらソビエトに関する記事が大量に誌面を占めるようになっ

た。�女人藝術�の創刊直前から廃刊までの期間、日中の時局は、1928年5月3日に勃発し

た済南事件、その後の第三次山東出兵と済南占領、さらに1931年9月18日の満洲事変、

1932年1月の上海事件、同年3月の｢満洲国｣の成立など、様々な事変の発生とともに変化

した。雑誌自体の性格の変化と日中関係の変化の中で、中国に関連する記事の量や質も

変化し続けた。本節では、上記の要素を視野に入れながら、雑誌が左傾化し始めた1930

年7月を境に、前期(1928.7-1930.6)と後期(1930.7-1932.6)に分けて、�女人芸術�におけ

る中国に関する記事を社会評論、報告 ․紹介文、創作(詩、小説、小品文)、通信 ․エッセ

イ ․紀行文などのジャンルによって分類し、各ジャンルの内容及び変化を説明する。

まず、社会時評欄の評論の内容を見てみる。社会時評の数量から見ると、前期に集中

しており、後期の評論が少ない傾向が見られる。内容の面においては、�女人藝術�が創

刊される前に、済南事件、山東出兵、済南占領など、一連の事件が発生したため、済南

事件や対中関係をめぐる女性たちの評論が数多く載せられた。たとえば、山川菊栄や神

近市子などによる済南事件の後の日本帝国主義、日本政府が中国へ武力侵略を行ったこ

とに対する批判
15、大木耳子、永島暢子らによる田中内閣の中国に対する姿勢への不

満
16

、中国排日運動への感心
17

、中国南京国民政府及び各帝国主義への批判
18

などの評論

が前期の�女人藝術�の中に散見される。その後、済南事件の話題が次第に人々に忘却さ

れ、日中関係をめぐる評論も減少するが、1930年7月からの左傾化を境に、中国共産党

がリードしたプロレタリア革命に注目する評論
19が出現した。また、満洲事変以降にな

ると、社会時評欄では中国本土で高揚する排日運動と日本の経済利益の損失に関心が寄

せられ、中国排日運動の排除と日本の勢力及び利益を回復することを求め、イギリス、

アメリカ、フランス、イタリアなどの各帝国と中国での利益を争い、対外拡張を主張す

る視点
20

が現れることは否定できない。5巻5号(1932.5)以降はプロレタリア文化連盟に

下された厳しい弾圧のため、社会時評欄も消えた
21

。

13 同注3.

14 尾形によれば、第三巻に入ると、表紙、記事の内容に変化があらわれ、ソビエトへの道を歩む色彩が濃

くなり、明らかに左傾化したという。(同注3, 尾形前掲書, pp.91-104).

15 例えば、山川菊栄｢フェミニズムの検討｣(�女人芸術�1巻1号, 1928.7)、神近市子｢女人連盟の発表その他――

社会時評：(二、済南事件の解決)｣(2巻5号, 1929.5)などが挙げられる。

16 大木耳子｢社会時評｣(�女人芸術�1巻3号, 1928.9).

永島暢子｢社会時評｣(�女人芸術�2巻8号, 1929.8).

17 大木耳子｢社会時評｣(�女人芸術�1巻1号, 1928.7).

18 永島暢子｢社会時評｣(�女人芸術�2巻9号, 1929.9).

永島暢子｢社会時評｣(�女人芸術�3巻1号, 1930.1).

19 永島暢子｢中国共産党の活躍――社会時評――｣(�女人芸術�3巻9号, 1930.9).

20 加賀三郎｢社会時評：(二)対支紛争の拡大と列強｣(�女人芸術�5巻3号, 1932.3).
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次に、報道 ․報告(紹介)の内容についてまとめる。婦人彙報欄を代表とした報道欄に

おいて、前期は中国婦人問題に関する報道が多く、後期になると、中国共産党運動に関

する報道が現れたが、4巻9号(1931.9)以降は｢満洲｣に関する報道が増える傾向が見られ

る。中国に関する報告(紹介)については、前期は北京をめぐる紹介文
22

のみであり、後

期に入ると、男性知識人
23の講座が多く現れ、中国のプロレタリア運動

24、プロレタリ

ア大衆の生活
25、蒋介石国民政府についての紹介と批判などの内容

26も現れてきた。満

州事変の後、植民地｢満洲｣地方についての紹介
27

が浮上し始め、｢満州国｣が成立した

後、満州国についての座談会も開かれた
28

。

また、創作は、前期に集中し、後期は中国を題材とした創作が少ない。女性作家たち

の創作作品の中で、森三千代による中国旅行の経験を題材にした作品がもっとも多い。

彼女が現地の中国で見た女性と苦力などの生活を描いた小説に｢青帮党
チンパンタン

の息子｣(1巻3

号)、詩に｢跳舞的上海｣(2巻1号)があり、中国各地で起こった革命と衝突を描いた詩｢武

装された蘇州｣(2巻4号)、小説｢蝠蝙
ママ

｣(2巻7号)などもあって、いずれも初期習作であ

る。そのほかに、中国のプロレタリア運動を語る中本たか子の小説｢便衣隊創設｣(3巻5

号)、中国に滞在する日本人の生活を反映する笙千鳥の小品文｢北京のある日本人｣(2巻12

号)、済南事件を背景に救護班の女性看護婦が過労死した物語を描く高橋鈴子の｢喚く(済

南事件異聞)｣(2巻9号)、日本人が中国へ投資することと石油石炭などの資源をめぐる紛

争を描いた戸田豊子の小説｢海外投資の一例｣(2巻10号)など、プロレタリア文学の立場で

反帝国主義の姿勢を示す作品が見える。満州事変以降は減少し、森三千代の上海に言及

した詩｢詩四章(5巻6号)以外、中国に関する創作はない。

さらに、中国についての通信、エッセイ、紀行文などについて目を向けたい。数量

21 5巻5号(1932.5)の編輯後記によると、五月のメーデー号はプロレタリア文芸連盟が大弾圧を受けた関係

で、編集プランを改変せざるを得ない状況となったという。社会時評のみならず、文芸時評も掲載でき

なくなったと編集者は大変残念であると説明した。

22 たとえば、笙千鳥は｢革命後の北平｣(�女人芸術�1巻4号, 1928.10), ｢新しい支那婦人の服装｣(�女人芸術�2

巻1号, 1928.1), ｢北平の秋｣(�女人芸術�2巻11号, 1929.11)などの記録の中に、南京国民政府成立後の北京に

おける変化、学生運動や職業婦人の就職状況、女性の服装の様子、古都である北京の都市風景など、積極

的に中国を紹介している。

23 初期の�女人芸術�は女性の投稿のみ受け付けているが、男性との交流がなかったわけではない。たとえ

ば、1巻5号から｢男性訪問｣欄を設け始め、男性との座談会や、女性と男性との応答通信も載せられてい

る。後期から、男性の執筆者も現れ、特に3巻12号以降の中国に関する記事は男性執筆者が多くなった。

24 たとえば、藤枝丈夫の｢支那時局と婦人｣(�女人芸術�4巻1号, 1930.1)、中山耕太郎の｢去年の上海メーデー｣

(�女人芸術�4巻5号, 1931.5)などがある。

25 唐沢五郎｢支那の大洪水とプロレタリア大衆｣(�女人芸術�4巻10号, 1931.10).

26 中山耕太郎｢国民会議と××軍の討伐｣(�女人芸術�4巻7号, 1931.7).

27 たとえば、河合雅夫｢詩の国境都市安東県を語る――植民地の横顔として――｣(�女人芸術�4巻12号, 

1931.12).

28 ｢新満洲国はどんなところか｣(�女人芸術�5巻4号, 1932.4) この座談会では、かつての｢満洲｣経験者たちの

経験の語りを中心に展開され、｢満洲国｣建国間もない時期に、�女人芸術�の知識人たちが｢満洲｣への認識

と経験を共有した場と位置付けられる。参加者は、徳田秋声 ․藤枝丈夫 ․下村千秋 ․村松梢風 ․平野零二 ․平

林たい子 ․吉屋信子 ․長谷川利子 ․長谷川時雨である。



134  [一般論文]

からみると、中国に関する通信、エッセイ、紀行文はもっぱら前期に集中し、前述した

創作のジャンルと同じ傾向が見える。たとえば、表1で示したように、中国に関する記

事を一番多く投稿した笙千鳥
29

は合計17本の記事が掲載されている。12の｢途上小話｣
30

を除いて、全部中国に関する記事である。投稿は�女人芸術�が左傾化する以前の時期に

集中し、

【表1】�女人芸術�における笙千鳥の投稿

NO. 題目 ジャンル 巻号 頁

1 北京のこの頃 通信 1-3 p.27

2 革命後の北平 報告 1-4 pp.70-72

3 その後の北平 報告 1-5 p.33

4 新しい支那婦人の服装 紹介文 2-1 pp.90-91

5 初夏の北平郊外 紀行文 2-5 pp.30-33

6 北平だより 通信 2-7 p.57

7 北平より 通信 2-11 p.16

8 北平の秋 エッセイ 2-11 pp.78-80

9 北平のある日本人 小品 2-12 pp.90-95

10 乃凡(翻訳)羅琛著；笙千鳥訳 小説 3-1 pp.52-57

11 張作霖北京脱出の前夜 実話 3-4 pp.54-57

12 途上小話 随筆 3-5 p.111

14 天津にて 通信 3-6 p.39

15 保護旗購入 実話 3-10 p.19

16 時雨さんと女人芸術 随筆 4-7 pp.61-63

17 女人芸術に対する要望 通信 5-2 p.80 

3巻6号までは14本の投稿があり、北京の状況を紹介する報告や紹介文のほかに、抒情

性のある通信、エッセイや紀行文などもある。�女人芸術�が左傾化して以降、彼女の投

稿は非常に少なくなり、初期の抒情性のある記事とは異なる｢張作霖北京脱出の前夜｣(3

巻4号)、｢保護旗購入｣(3巻10号)のような実話が掲載されていった。例えば、｢保護旗購

入｣(3巻10号)は｢共産軍について北京へ報告されたまま｣を伝えたものだった。そのほ

29 笙千鳥(生卒年不明)：本名は飯島松子、長谷川時雨の下の妹。�女人芸術�が発行されていた時期は、ほぼ

中国北平(現在の北京)で夫の飯島庸徳と一緒に滞在していた。北京を中心に、中国に関するエッセイ、紹

介文、小説の翻訳、通信などの記事を多く投稿した。1933年10月に北京から日本に戻った。戦時下、輝ク

部隊理事を担当する。

30 この随筆は笙千鳥が3年ぶりに北京から日本へ戻って来たとき、東京の途上で出会ったふしぎな話につい

て書いたものである。
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か、竹中繁
31

の広州体験を記述した｢古い旅囊から｣(1巻3号)、しの ․たけじの天津旅行を

描いた紀行文｢白い風｣(2巻6号)、新妻伊都子の｢満洲路上交錯曲｣(2巻2号)などの通信と

紀行文も全て前期に掲載された。後期の紀行文については、林芙美子が自分の｢満洲｣経

験を語る｢愉快なる地図――大陸への一人旅｣(3巻11号)という一篇のみである。その

後、満州事変と翌年3月の｢満洲国｣の成立に連動して、時代の風向きが変わった。言論統

制がさらに厳しくなる一方
32、最左翼的な文芸誌として認定された�女人芸術�は｢全般極

左筆致｣
33

の理由で、4巻10号が再び内容法に抵触した
34

。4巻11号(1930.11)以降、�女人

芸術�における中国関連のエッセイと紀行文はなくなり、通信の数量も二通のみと著し

く減少した
35

。

【図1】�女人芸術�における各ジャンルの中国関連記事の数量

31 竹中繁(1875-1968)：新聞記者。桜井女学校卒業。若い頃は翻訳 ․英語教師などの仕事をするかたわら、婦

人矯風会に参加した。36歳の時、ジャーナリストになることを決意し、1911年東京朝日新聞の最初の女

性記者として入社した。市川房枝とは親友であり、市川らの婦人運動を陰で支え、女性記者の交流会を始

め進歩的な職業婦人 ․運動家によるサークル活動に尽力した。生涯3回(1923, 1926-1927, 1940)中国に渡

り、多数の在日中国人留学生の世話をし、｢民国留学生の母｣と慕われた。近現代日本女性人名事典編集委

員会編�近現代日本女性人名辞典�(ドメス出版, 2001), p.201.

32 内務省警保局の�昭和六年における出版警察概観�(1931)によると、1931年は最左翼共産主義系の文芸雑誌

が前年の四倍以上に増加し、満洲事変の後、事件に関する反軍、反戦などの記事も多く出たため、安寧を

紊乱するとの理由で発禁された件数が前年の2倍以上となった。また、9月以降無産階級文芸雑誌の中で、

安寧を紊乱するものとして発禁処分を受けた雑誌は前年より明らかに増加した。pp.177-178.

33 同注33。内務省警保局�昭和六年における出版警察外観�(内務省警保局, 1931), p.212.

34 ｢編輯後記｣(�女人芸術�4巻11号, 1931.11). プロレタリア文芸弾圧と言論統制が強化された関係で、�女人

芸術�は左傾化した後の3巻9号(1930.9)と3巻10号(1930.10)、および満州事変以降の4巻10号(1931.10)で合

計3回の発禁処分を受けた。

35 この二通の通信は笙千鳥の｢女人芸術に対する要望｣(�女人芸術�5巻2号, 1932.2)と篠田ちか子の｢中華民国

学生生活近況(北平便り)｣(�女人芸術�5巻4号, 1932.4)である。
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【図2】�女人芸術�における中国関連記事の数量の変化

まとめると、図1で示したように、�女人芸術�における各ジャンルの記事の数量は、

それぞれ社会評論10本、報道 ․報告36本、創作14本、通信 ․エッセイ ․紀行文30本であ

る。また、図2のように、済南事件、�女人芸術�の左傾化、満洲事件、｢満洲国｣の成立な

ど、一連の事件や�女人芸術�の編集方針の変化によって、�女人芸術�の各ジャンルにお

ける中国関連記事の数量と性格も変化した。�女人芸術�が創刊した最初の二年間は、通

信 ․エッセイ ․紀行文が一番多い。済南事件及び反日本帝国主義の評論、中国の排日運

動、中国プロレタリア大衆に注目する評論と創作も多く、左翼的色彩が濃いことがわ

かった。�女人芸術�雑誌自体は三年目を迎えてソビエト一辺倒と言っても良い左傾化を

迎えるが、この時期からソビエトに関する情報が重要視される。ソビエトへの非常に高

い関心度には及ばないが、この時期から満州事変までの時期、中国に関する記事は前期

より数量が少し減少したが、紀行文 ․エッセイ、創作などの記事が少なくなる代わり

に、中国共産党と共産軍の活動や中国の時局を把握するための、実話的な報道と紹介文

が多くなり、前期のような反日本帝国主義の論はほとんどなかった。言い換えれば、ソ

ビエトへと関心を集中させながら、中国に対する日本の帝国的侵略への関心よりは、中

国本土のプロレタリア運動に関心を寄せた傾向が見られる。しかし、満洲事件以降の中

国関連の記事は著しく減少する。少ない記事の中では植民地｢満洲｣に関する内容の紹介

と討論が多く、植民地における日本の利益の問題についての検討も浮上し、帝国体制の

イデオロギーへの配慮が指摘できるだろう。すなわち、後期の�女人芸術�では、一見矛

盾する左傾化と帝国イデオロギーの浸透という両面性が同時に存在する。それは�女人

芸術�の雑種性として理解されている。

3 �女人芸術�と中国の接点――越境した女性という回路

以上、ジャンルごとの数量と内容の変化のまとめを通して、�女人芸術�における中
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国関連の記事の全体像を把握したが、次に�女人芸術�における中国に越境した女性たち

の記録を詳しく分析し�女人芸術�で活躍した女性知識人による中国表象の問題を掘り下

げたい。

�女人芸術�を開いてみると、小説やエッセイなどの文書の隅に読者や各執筆者から

送られてきた通信が散見される。その中で、海外へ行く女性たちからの便りはかなりの

量があり、しかも長谷川時雨に宛てた口ぶりで書かれたものが少なくない。たとえ

ば、飯島松子の｢北京のこのころ｣(1巻3号)、森三千代の｢ジャバより｣(2巻9号)、林芙美

子の｢林芙美子さんの満洲便り｣(3巻10号)は長谷川時雨宛ての手紙だと確認できる。ま

た、編輯後記の中には、海外からの通信も見られる。中国からの通信として、1巻5号の

編集後記の中に、｢奉天より――吉屋信子｣、｢五龍背にて――十月十四日｣(金子しげ、河

崎なつ、新妻伊都子)などが掲載されている。これらのことから長谷川時雨と�女人芸術

�編輯者たちが海外へ行く女性たちに執筆の依頼を行い、あるいは届いた通信や文章を

積極的に受け入れ雑誌に載せたということが推測される。

当時、中国に渡った女性越境者としては笙千鳥、竹中繁、新妻伊都子、森三千代、林

芙美子などがおり、彼女たちは中国での見聞を通信やエッセイ、紀行文などの形で数多

く発表した。ここでまず彼女たちが当時中国に渡った経緯を整理する。�女人芸術�を拠

点とした女性たちが当時、どのような経緯で中国に渡ったかというと、理由として三つ

があげられる。一つは、笙千鳥、内山みき36、森三千代のような、夫の同伴者として中

国に渡り、日本人居留民として中国で生活(笙千鳥、内山みきの場合)し、あるいは夫と

一緒に中国で旅行(森三千代の場合)する例である。もう一つは当時社会で活躍していた

職業婦人たちが、仕事の関係で中国に渡ったケースである。例えば、新妻伊都子、金子

しげり、河崎なつ、吉屋信子などは当時満鉄の招待で｢満洲｣へ旅行、視察した女性団

体
37の一員であり、竹中繁は女性ジャーナリストとして東京朝日新聞社の社員研修プロ

グラムを利用して、中国に渡り六ヶ月間の旅をした38。さらに、林芙美子のような、中

国に興味を持ち、自費で中国へ旅行に行った女性がいる。

4 �女人芸術�における中国表象

――越境する女性知識人たちの中国への眼差し

それぞれ異なる経緯と立場で中国へ行った彼女たちが中国に出会う時、どのような

視線を投げかけ、何を目にし、何に刺激され、何を欲望したのか。本節では、彼女たち

の記録的な報告文や紀行文などの内容を分析し、�女人芸術�における中国表象にみられ

36 上海で内山書店を経営する内山完造の妻。

37 新妻伊都子 ｢満洲瞥見記｣(�満蒙�第10年 第1号, 1929.1).

38 須藤瑞代 ｢竹中繁の中国旅行――水先案内｣(山崎真紀子 ․石川照子 ․須藤瑞代 ․藤井敦子 ․姚毅 �女性記者 ․竹

中繁のつないだ近代中国と日本――一九二六~二七年の中国旅行日記を中心に�(研文出版, 2018), p.44.
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るダイナミックな中国像、不可視化された植民地性、モデルとしての中国の女性、とい

う三つの面を抽出する。

4.1 ダイナミックな中国を見る

まず、指摘したいのは彼女たちが記す中国のダイナミックな様子である。�女人芸術�

が発行されていた1928年7月−1932年6月の間、済南事件の勃発による日中紛争が絶え間

なく続いており、さらに満洲事変、上海事件、｢満洲国｣の成立などの一連の事件によっ

て、日中関係の悪化がますます深刻になった時期ともいえる。中国国内では北伐
39

の進

行と終了、南京国民政府(蒋介石政権)が中国を統一したばかりの時期に当たる。この時

期は、北伐の進行とともに、中国国内では国民革命軍が主導する反帝国主義、反軍閥の

革命のみならず、同様のスローガンを掲げた民衆運動も盛んに行われている。また、南

京国民政府の成立に伴い、一連の新政策の実施、従来の制度についての改変も行われ

た。中国各地で変化が大きく、その動的な中国の様子が�女人芸術�に投稿した女性知識

人たちの記事の中に記述されている。

例えば、竹中繁は1926年9月−1927年2月の約半年間で中国の南北を縦横して旅行し

た。1927年2月7日に、彼女は広東にいる中央軍事政治学校
40を訪問し、その記憶と感想

を記録した紀行文｢古い旅囊から｣を�女人芸術�に投稿した。学校における将校と下士、

教官と学生の間の雰囲気を｢自然な、自由な空気｣、学校の精神を｢人類の待遇に差別を挟

まない｣ものと高く評価し、宗主国の日本に圧迫された朝鮮人が｢この学校で差別なく待

遇されたこと｣や｢男女絶対平等の権利と主張｣を認める学校の沿革に肯定的に紹介し

た
41

。他誌へ寄稿した記事の中でも、同様に｢自由、平等の精神によってこの広東市民が

解放されている｣42と述べている。広東で彼女が目にした自由、平等の精神は、彼女の

39 1926年7月―1928年年末の間に起こった、帝国主義と各地の軍閥を打倒することを目的とした国民革命で

ある。1925年7月に成立した国民党の広州国民政府を拠点にし、1926年7月国民革命軍総司令に就任した蒋

介石は国民革命軍を動員して、北伐に出発した。1926年11月までに長沙、武漢、南昌などの主要な都市を

占領し、翌年の3月には上海、南京に進駐した。その途中、共産党が指導した大衆運動も協力し始め、国

民政府所在地が広州から武漢へ移された。武漢政府は、北伐で解放された大衆運動の力を基礎にして成立

したので、国民党左派と共産党の指導を受けた。それに反対する蒋介石は1927年4月12日に反共クーデ

ターを断行し、4月18日に武漢国民政府と対立する南京国民政府を樹立した。その後、国民党と共産党の

合作が崩壊し、武漢政府も反共的態度となった。1928年4月、蒋介石の指導のもとで国民革命軍の北伐が

再開され、国民軍は引き続き北上した。5月の済南事件を経て、6月に北京を陥落させ、張作霖を追放して

北伐を完了した。その後、張作霖は東北へ引き上げる途中、奉天で日本軍によって爆殺され、1928年年末

父の後を継いだ張学良が国民党政府に帰順することによって、国民党は一応中国を統一したという。中嶋

嶺雄編 �中国現代史―壮大なる歴史のドラマ�(有斐閣,1981), pp.100-108.

40 黄埔軍官学校。孫文が1924年に広州に設立した中華民国陸軍の軍官学校である。ソ連の援助の下に、日本

軍隊制度を参考にして設立し、北伐軍の幹部養成を目指して、政治教育と軍事訓練を施した。第一次国共

合作の時期に創立され、国民党のみならず、共産党の軍人も入党できる。蒋介石は校長、周恩来は政治部

主任である。1927年2月12日に開校した武漢分校は、初めて女子学生(女生隊)を募集した。

41 竹中繁｢古い旅囊から｣(1巻3号, 1928.9).

42 竹中繁｢広東行――民国の旅行記より――｣�婦選�(6巻8号, 1932.8).
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中国認識において不可欠な要素の一つである。

もう一つの例として、笙千鳥の北京での見聞があげられる。彼女の記録では、ほか

の側面からダイナミックな中国の特徴が窺われる。前述した通り、笙千鳥は中国に関す

る記事を16本も投稿し、北京に駐在した彼女は�女人芸術�と北京を繋ぐ窓口であったと

言えるだろう。南京政府が成立した後の北京について、彼女はその高まりつつある排日

運動、若者たちの思想の覚醒、活発な姿
43や真面目に勉強する様子

44に注目し、将来立

派な国民になることを評価し、中国の変化に感心する態度を見せる。また、すでに私娼

禁止、公娼禁止が進みつつある進行中の中国を｢日本より一足お先に、文明国のお仲間に

入った｣
45

と尊重し、日本の廃娼問題を加速的に推進する必要があることを反省した。一

方、動的な中国の変化の様子を見るとき、彼女たちは中国の女性に対しても熱い視線を

注いだが、この分析については少し後回しして4.3に譲りたい。

まとめると、竹中繁にしろ、笙千鳥にしろ、1920年代後半の中国を見た時、彼女た

ちが視線を注いだのは、自由、平等な精神、若者の覚醒する様子であり、ナショナリズ

ムの高揚を促進する若々しく、将来性のある国としての中国である。また、日中関係の

悪化を嘆く笙千鳥は、山東出兵を中心とした連続的事件について、中国に対する日本政

府の強硬な外交態度を批判している。

他国の領土へ機関銃まで据え、いざといえば、打ち放すという、緊張味を帯びた

わが軍隊を、見たならば、中国人ならずとも武力侵略と曲解せずには置きますま

い
46

。

この日本軍隊の行為を武力侵略と解釈する見解は、マルキシズム系の山川菊栄、永島

暢子
47

らが評論で示した反侵略、反帝国主義の立場と相通じており、日本帝国の国家イ

デオロギーに対する女性知識人の姿が見えてくる。このようなダイナミックな中国像お

よび同時代の日中関係に対する評価が、�女人芸術�で活躍した女性知識人たちが同時代

の中国を発見する際になされた。

43 笙千鳥｢革命後の北平｣(1巻4号, 1928.10).

44 笙千鳥｢北平より｣(2巻11号, 1929.11).

45 笙千鳥｢その後の北平｣(�女人芸術�1巻5号, 1928.11).

46 同注44, p.33.

47 永島暢子(1897-1946)：評論家。青森県立実科高女卒業後上京。1923年関東大震災の後、被災者救援活動に

従事し、その後｢東京連合婦人会｣で常勤書記となり、婦人運動、労働運動、消費者運動など広い範囲で活

動する。1925年婦女新聞社に記者として入社。時代の左傾化に伴い、マルキシズムへと接近、1928年の

三 ․一五事件を契機に結成された｢解放運動犠牲者救援会｣に参加し、�女人芸術�が発行されていた時期、

28本以上の社会時評も発表した。彼女の社会時評の鋭さには定評があり、女人芸術の特色を示すものとし

て期待されていた。近現代日本女性人名事典編集委員会編�近現代日本女性人名辞典�ドメス出版, 2001,

p.240).
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4.2 租界を旅する――植民地性の不可視化

次に、中国の各租界、租借地などの地域で旅した女性たちの眼差しに注目したい。2

巻6号の紀行文｢白い風｣において、しの ․たけじは天津に上陸する前、白河沿岸の日本憲

兵屯所、立派な体格の憲兵伍長を見かけ、アメリカの持つ大規模な飛行機場に驚いたと

いう
48

。しの ․たけじの目に映ったこの風景は、各国の兵隊が駐在する天津の租界とい

う空間であると思われる。

第二次アヘン戦争の後、天津は1860年から租界となり、1945年までアメリカや日本

などを含め、9カ国の国がかつて天津で租界を持つことがあった。20世紀初頭の時期に

至って、天津は上海に次いで二番目の重要かつ広大な租界であった49。日本は1898年に

天津で租界を設立し、当時の広さは約674650平方メートル、1903年に約8701241平方

メートルまで拡張し、1945年の敗戦まで長く存在していた
50

。中国に租界を持つ各国

は、行政、立法、警務、司法および駐軍の権利などの自治権を持ち、中国政府の管理範

囲にないため、租界という空間はまさに｢国の中の国｣であった51。しの ․たけじが見た

日本の憲兵やアメリカの飛行機場のような風景は、各国が中国に駐軍する表象と言えよ

う。激動する中国のほかの地域と比べ、租界は比較的に安定した場所であり、各国によ

る都市建設が日毎に進行するとともに、多数の外資企業、銀行、工場などが租界に集

まってきた。莫大な人口と資本が流入することで、租界では好況が生まれ、人々の好奇

心と欲望を惹きつける場所でもあった。引き続き、しの ․たけじは天津を次のように評

価した。

天津は実に繁栄な街で活気だっている。(略)ある橋の袂に大倉組や三井の材木置

場があった。(略)唐機
ママ

の着物の日本商人が歩いている。町は、各国人の見本市のよう

だ。大きな洋品店にはいる。御婦人御用うけたまわりはフランス婦人が出てくる。

何だかメチャ／＼に安そうなもので――松屋や丸善に比べてそうでもないのだが、

関税がないというと、品物が少し悪くっても安い気がするのらしい――浪費すぎの

日本人は何かと買おうとする。(pp.98-99)

ここでしの ․たけじが見た繁栄する天津は各国の資本、商人、消費者などによって構

成されている国際的な空間である。｢メチャ／＼に安｣い品物で、｢関税がない｣というこ

とは、｢浪費すぎ｣の日本人の欲望を満足させる反面、中国に対する経済侵略も否定しえ

ない。だが、しの ․たけじはおそらくこの点に気づいていなかった。天津で見たたくさ

んの日本旅館、日本料理屋、芸妓ガール見番などの様子を｢環境によって自己を変えな

い｣52という日本人の民族性に帰結させる感想が述べられている。

48 しのたけじ｢白い風｣(�女人芸術�2巻6号, 1929.6). 

49 上海市历史博物馆等编 �中国的租界�(上海古籍出版社, 2004), p.44.

50 天津市政政协文史资料研究委员会等编 �近代天津图志�(天津古籍出版社, 2004), p.65.

51 同注49, 前掲書 �中国的租界�, p.19.
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ほかに、長谷川春子
53

は同じく租界である上海を、各国の人々と中国の労働者たちが

｢雑然、混然として｣行き交う、｢明るく大きく国際的｣なところと認識し、上海の外国式

の建築を明治時代の西洋銅版書とたとえる
54

。また、新妻伊都子は日本の租借地である

大連の市場で見かけた胡弓、笛などの楽器を演奏する人々を｢支那のジャズ｣と表現し、

銀座で踊るモガ ․モボに聴かせたらとユーモアのある妄想をする55。さらに、林芙美子

も通信と紀行文を通じてハルビンの物価の安さと楽しさを語っている。彼女は帝政ロシ

ア時代にロシア人が作った町で、かつての鉄道附属地だった国際都市ハルビン
56

を、内

地よりずっといい洋服をわずか二、三円で買うことができ、そしてダンスホールで楽

しく踊ったと報道する
57

。

紙面の関係で、これらの内容に関する詳細な説明を割愛せざるを得ないが、要する

に、ここで注目したいのは、当時の日本の女性知識人たちが中国における租界、租借

地、かつての鉄道附属地において、資本主義の繁栄と国際性を感じさせ、エキゾチック

かつモダンな世界を目にしたことである。彼女たちはその近代化された町づくりに感心

する一方、明治時代の日本の面影を想起し、また新世界を発見するようなロマンチック

なフィルターを通して、中国の風景を妄想しつつ享受しているといえよう。このよう

な繁栄とモダンな新世界は｢国の中の国｣という、外国の資本と勢力が中国を支配してい

るからこそ生じたハイブリディティに満ちた植民地と同様の空間である。しかしなが

ら彼女たちの記録の中では、このような空間の植民地性は不可視化された58。そこにあ

る面白さを賞味し、好奇心と消費的欲望を満足させることだけに止まったと言わざるを

得ない。

4.3 モデルとしての中国の女性

最後に、中国の女性への眼差しに着目したい。当時、中国へ渡った日本女性たちに

は、様々な面で同時代の中国を見たとはいえ、同じ女性という境遇に属する中国の女性

について最も強い関心を示した。それらの記事は、女性雑誌ならではのものといえる。

�女人芸術�で活躍し、当時中国に渡った女性たちには知識人や職業婦人が多いので、

52 同注48. 

53 長谷川春子(1895-1967)：画家、長谷川春子の妹。�女人芸術�に多数の挿絵を描いた。

54 長谷川春子 ｢船中より｣(�女人芸術�第2巻5号, 1929.5).

55 新妻伊都子 ｢満洲路上交錯曲｣(�女人芸術�2巻4号, 1929.4).

56 西澤泰彦 �満洲｣都市物語――ハルビン ․大連 ․瀋陽 ․長春�(増補改訂版)(河出書房新社, 2006), pp.22-30.

57 林芙美子 ｢林芙美子の満洲便り｣(�女人芸術�3巻10号, 1930.10).

林芙美子 ｢愉快なる地図――大陸への一人旅｣(�女人芸術�3巻11号, 1930.11).

58 新妻伊都子は1928年の満洲の旅から帰ってきた後のある座談会で、日本人が満洲の土地を借り、そこに根

をおろすということの本質を中国人に対する経済侵略であると指摘したが(金子しげり ․河崎なつ ․新妻伊

都子｢満鮮の旅｣�婦選�第2巻9号, 1928.11), �女人芸術�に掲載された文章の中ではそのような認識を示さな

かった。
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彼女たちは中国でまず自分と同じような女子大学生も含めた知識人と職業婦人に目を向

けている。例えば、笙千鳥は、男女平等を叫ぶ女子師範大学の学生の姿、婦人団体を組

織し自身の民族の向上を目指すモンゴル族の婦人たちの努力、夫の死によって新聞社社

長に就任した女性の仕事など
59

を記し、北京で日本の同仁医院の看護婦さんを募集した

際、五名採用の枠に対して百名の応募者があったことを紹介し、｢いかに家庭より解放

されたる婦人の多いか｣60と評価している。また、彼女は馮玉祥夫人が燕京大学で｢�人

道主義�與�国家主義�｣というテーマで講演を行ったことにも注目した。馮氏の夫人が日

本およびイギリスが人道主義を唱えながら中国を武力で圧迫することを批判し、国境を

越えて人道主義の人材を造るのに力を尽くすことは女性の務めだと呼びかける講演の内

容を紹介し、日本政府の外交の無誠意に閉口している61。加えて、現地の婦人運動の団

体として北平婦女協会、婦女解放促進会、北平女界協興会の活動を紹介した62。竹中繁は

広東の士官学校を訪問する際に、革命のために芸術を捧げる女優楊耐梅に言及した
63

。

森三千代は｢拳を上げて罵った｣
64

女政客を詩の中で表象した。彼女たちが表象した女子

大学生や女性社長、看護婦、高官の妻、女政客などはいずれも、積極的に社会事業に参

加して闘争する女性の姿である。

中国の女性の生活する姿としては、3巻11号(1930.11)に掲載された林芙美子の紀行文

｢愉快なる地図―大陸への一人旅｣が興味深い。林芙美子は｢ハルビンの女性を一番羨まし

く思うところは台所から解放されていることだった｣65と述べる。｢解放｣とは女性が台

所仕事をするための時間が少なく、手の込んだ料理より簡単な食事で済ませることであ

る。長い時間をかけ、狭い台所で料理を準備するより、外の空気を吸ったり、家族みん

なで散歩する生活様式が女性にとって魅力的なものだと記録している
66

。実は、婦人の

解放と台所の関係については、�女人芸術�で議論されたことがある。

私はむしろ台所からの婦人の解放、いな台所そのものゝ徹底的な改造なくては、

婦人の地位の改善はないと信じます――即ち、台所に終日生活をことゝすることを

余儀なくされている様な社会を根本的に改造してすることでありましょう。(p.143)

これは�女人芸術�2巻1号(1929.1)に掲載された菊池小夜子による提案である。つまり

日本の女性を終日台所に閉じ込める社会を改造しないと、女性の解放が実現できないと

菊池は主張する。その提案を受けて、新妻伊都子、神近市子、金子しげり等が議論に参

59 笙千鳥｢革命後の北平｣(�女人芸術�1巻4号, 1928.10).

60 同上。

61 笙千鳥｢その後の北平｣(�女人芸術�1巻5号,1928.11).

62 同上。

63 竹中繁｢古い旅囊から｣(�女人芸術�1巻3号,1928.9).

64 森三千代｢詩四章｣(�女人芸術�5巻6号,1932.6).

65 林芙美子｢愉快なる地図――大陸への一人旅｣(�女人芸術�3巻11号,1930.11).

66 同上, p.56.
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加し、亭主の家事分担、消費組合による協力、政府側の支持などの対策案を提出し

た
67

。林芙美子は常連の執筆者であったためこの記事を読んだ可能性が高いと思われ

る。ハルビンの女性を表象する林芙美子の行為は、上述した日本の婦人解放の問題に対

する応答とも理解できるだろう。彼女はハルビンの女性像を通して、｢台所に終日生活

をことゝする｣日本の女性に、一つのモデルを示したのではないかと思わせる。また、

エキゾチックな視線ではあるが、新妻伊都子は道端で見たお年寄りの赤い花かんざしに

惹かれたと記し、｢日本のお婆さんたちも若返り法として｣
68

参考にできると勧めてい

る。

さらに、中国の女性の服装や髪型の変化についても、彼女たちは鋭い観察力で捉え

た。笙千鳥は｢新しい支那婦人の服装｣69で、当時の中上流婦人の間に流行っていたハイ

カラなチャイナドレス、繻子のハイヒール、断髪した様々な髪型や、男女学生や一般人

が着用した、愛国布(木綿の濃青い布)で作った素朴で堅実な衣服、中国の北方の寒さを

凌ぐために裏側に毛皮の付いた木綿の着物などを詳しく紹介し、それぞれの種類の服の

美しさ、実用性を賛美する。新妻伊都子は｢満洲｣で羅紗の支那服と断髪姿の中国人芸者

に出会ったとき、｢纏足から断髪へ｣
70

移行した急激な中国の変化を見出した。

以上を端的にまとめれば、中国の女性に出会った�女人芸術�の女性知識人たちは、中

国の女性たちに日本では見られない新しさを発見したといえる。職業婦人であろうと、

家庭の婦人であろうと、芸者であろうと、中国の女性たちは彼女たちを驚かせ、一種の

新鮮味を与えた。彼女たちは中国の女性の仕事、家庭生活、服装などを、時には羨望す

る気持ちも含みながら、肯定的に捉えていたといえよう。ただし、これらの記録はほ

ぼ前期(特に最初の一年間)に集中しており、後期には林芙美子と森三千代の記録以外に

あまりない。ここでも時局による変化をまぬがれえなかったわけだが、中国の女性に

対する肯定的なまなざしがあったことに注目しておきたい。

5 おわりに

以上、本稿は�女人芸術�における中国関連の記事の特徴をジャンルごとに整理した上

で、�女人芸術�を拠点として中国に越境した日本の女性知識人たちの記録を分析するこ

とによって、彼女たちが描いた他者としての中国像を抽出し、彼女たちの中国への眼差

しをダイナミックに変化する中国像、植民地性の不可視化、モデルとしての女性像とい

う点から明らかにした。

そこには、各帝国が支配する租界などの特殊な地域において、安易に資本主義の繁栄

67 ｢誌上議壇｣(�女人芸術�2巻1号, 1929.1).

68 新妻伊都子 ｢満州路上交錯曲2｣(�女人芸術�2巻4号, 1929.4). 

69 笙千鳥 ｢新しい支那婦人の服装｣(�女人芸術�2巻1号, 1929.1).

70 新妻伊都子 ｢満洲路上交錯曲｣(�女人芸術�2巻2号, 1929.2).
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巻号
発行

時期
題名

ジャン

ル
執筆者 ページ 補足

1巻1号 1928.7 フェミニズムの検討 評論 山川菊栄 pp.2-7

社会時評 評論 大木耳子 pp.67-71

呉俊陞夫人の殉死 報道 p.131 婦人彙報

1巻3号 1928.9 黄埔軍事政治学校後庭にて 写真 口絵

北京のこのごろ 通信 飯島松子 p.27

社会時評 評論 大木耳子 pp.58-62

古い旅囊から エッセイ 竹中繁子 pp.72-75

青帮党
チンパンタン

の息子
小説 森三千代 pp.118-123

北平の女子断髪令 報道 p.143 婦人彙報

を享受し、エキゾチックな異国で自分の好奇心を満足させ、ロマンチックかつモダンな

世界を夢想する一面があった。一方、帝国主義的イデオロギーに束縛されず、ダイナ

ミックな中国の変化に関心を寄せ、日本の帝国主義を批判する視点もある。中国へ行っ

た女性知識人たちは中国国内の排日運動や革命運動、婦人運動に感心し、それを日本の

現状を批判的な視線で捉える契機とした。ただし、満洲事件の後、そのような視線は読

み取りにくくなり、中国の学生が参加する｢極左運動｣に警戒の姿勢を見せる通信
71が現

れてきた。それは、後期の�女人芸術�のソビエト一辺倒の方針
72

および満洲事件後の厳

しい言論統制ゆえの変化と考えられ、時代に翻弄された�女人芸術�の性格および女性知

識人たちの姿が窺われる。

さらに、同じ女性に目を向けるときには、�女人芸術�の寄稿者たちが、帝国日本の

侵略の対象でもあった中国の女性に遅れを見出すのではなくむしろ解放的な姿に刺激を

受け、日本の状況を見直しながら自己反省と自己像を再認識していく過程を明らかにし

た。これは、多数の女性が集まってきた女性雑誌�女人芸術�という場ならではの特徴で

あろう。笙千鳥、竹中繁、林芙美子などの女性知識人たちが描いた、積極的に社会に進

出する女性、男女平等な社会、解放された女性などは、近代化の過程において日本の女

性たちが、中国で発見し、欲望したものである。ここに、本論では、東アジアの国際秩

序において覇権的な立場にあった帝国日本と半植民地中国という力学に抵抗しうる潜在

的な可能性を見出したい。東アジアの近代文化形成史の死角に、こうした日本女性知識

人たちの中国認識があった。彼女たちの眼差しを、従来見落とされてきた日中文化交流

とその影響における一つの水脈として捉えることができるのではないか。

【付録】�女人芸術�中国関連記事一覧
73

71 篠田ちか子 ｢中華民国学生生活近況(北平便り)｣(�女人芸術�5巻4号, 1932.4).

72 その方針の背後に、読者の要望という要素も考えられるだろう。

73 この付録は�女人芸術�における記事の中に、中国をめぐる報道や評論、中国についての紹介文と写真、中

国での見聞が伝えられた通信、エッセイ、紀行文、中国を題材とする創作など、中国を言及した諸記事を

まとめたものである。
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1巻4号 1928.10 北平だより 通信 一木公子 p.37

社会時評 評論 大木耳子 pp.38-42

革命後の北平 報告 笙千鳥 pp.70-72

易者、芸娼妓禁止 報道 p.143 婦人彙報

1巻5号 1928.11 宋慶齢女史 写真 口絵 竹中繁子

の紹介文

がある

その後の北平 報告 笙千鳥 p.33

ある日 エッセイ 一木公子 pp.78-79

タイトルなし 通信 石川須磨子 p.109

奉天より――吉屋信子 通信 吉屋信子 p.144 編輯後記

五龍背にて――十月十四日 通信 金子しげ、河崎な

つ、新妻伊都子

p.144 編輯後記

1巻6号 1928.12 おかみさんと｢済南｣ エッセイ 松田解子 pp.54-55

節穴 小説 六條真利恵 pp.88-90

目見得 小説 窪川いね子 pp.106-111

2巻1号 1929.1 跳舞的上海 詩 森三千代 pp.66-67

新しい支那婦人の服装 紹介文 笙千鳥 pp.90-91

社会時評 評論 大木耳子 pp.149-151

2巻2号 1929.2 満洲路上交錯曲 紀行文 新妻伊都子 pp.73-75

2巻4号 1929.4 武装された蘇州 詩 森三千代 pp.32-35

満洲路上交錯曲(2) 紀行文 新妻伊都子 pp.66-69

2巻5号 1929.5 去年の六月吉林省の山奥に旅をし

て

短歌 鳥居きみ子 口絵

初夏の北平郊外 紀行文 笙千鳥 pp.30-33

船中より 通信 長谷川春子 p.45

上海より 通信 内山みき p.45

船室より 紀行文 長谷川春子 pp.52-55

女人連盟の発表その他――社会時評 評論 神近市子 pp.72-75

国境を越えて――若きコムにスト

の赤露通信

手紙 菊池小夜子 pp.114-121 青木から

の手紙

2巻6号 1929.6 白い風 紀行文 しの ․たけじ pp.96-99

2巻7号 1929.7 夜明けに吸われた煙草――一九二九

年の夢

エッセイ 宮本一枝 pp.4-21

蝠蝙 小説 森三千代 pp.45-47

北平だより 通信 笙千鳥 p.57

宋慶齢女史支那へ帰る 報道 p.195 婦女彙報

邦人の婦女子監禁 報道

2巻8号 1929.8 社会時評 評論 永島暢子 pp.28-33

2巻9号 1929.9 社会時評 評論 永島暢子 pp.24-30

黴びた西瓜のたね 秋子 pp.44-46 人から聞

いた話アンコロワットの王宮 みどり pp.46-49
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インドの革命家 素子 pp.49-50

シーサンの土産話 エッセイ 沼蘋 p.87

喚く(済南事件異聞) 小説 高橋鈴子 pp.116-121

2巻10号 1929.10 海外投資の一例 小説 戸田豊子 pp.2-12

2巻11号 1929.11 北京旧宮城内 口絵

北平より 通信 笙千鳥 p.16

北平の秋 エッセイ 笙千鳥 pp.78-80

2巻12号 1929.12 北平のある日本人 小品 笙千鳥 pp.90-95

3巻1号 1930.1 乃凡 小説

(翻訳)

羅琛；笙千鳥訳 pp.52-57

阿片と益母膏 逸聞 p.57

社会時評 評論 永島暢子 pp.175-181

3巻2号 1930.2 婦人運動と婦人問題 評論 佐野京子 pp.51-64

支那の教育視察に行く女教師 報道 p.163 婦女彙報

3巻3号 1930.3 上海刑務所の労働争議 報道 p.202 婦女彙報

3巻4号 1930.4 張作霖北京脱出の前夜 実話 笙千鳥 pp.54-57

3巻5号 1930.5 中国革命の師祖孫逸仙逝いて満五

年、三月十二日の命日を期して北平

中山公園に於いて五周年記念市民大

会が催された

口絵

便衣隊創設 小説 中本たか子 pp.53-71

支那で角の生えた人発見 写真 p.92

3巻6号 1930.6 天津にて 通信 笙千鳥 p.39 読者通信

3巻7号 1930.7 香港にて 通信 岡田八千代 p.115 海外通信

3巻9号

(発禁)

1930.9 中国共産党の活躍(社会時評) 評論 永島暢子 pp.43-47

長沙共産軍突如振い立つ 報道 p.101 婦人彙報

3巻10号

(発禁)

1930.10 保護旗購入 実話 笙千鳥 p.19

林芙美子さんの満洲便り 通信 林芙美子 pp.147-148

3巻11号 1930.11 植物愛護の水 詩 吉田弥生 pp.43-44

愉快なる地図――大陸への一人旅 紀行文 林芙美子 pp.52-57

3巻12号 1930.12 支那時局 講座 武藤丸楠(男性) pp.21-28 秋夜講座

4巻1号 1931.1 支那時局と婦人 紹介文 藤枝丈夫 pp.2-7

二つの政府 小説 葵イツ子 pp.119-134

4巻2号 1931.2 支那の新国定税率実施 報道 p.156 婦人彙報

蒋介石の失言 報道 p.157

4巻4号 1931.4 支那獄中闘争記ボーヂン著；石井秀

平訳

紹介 pp.52-53 新刊紹介

4巻5号 1931.5 去年の上海メーデー 報告 中山耕太郎 pp.16－19

4巻6号 1931.6 未開地の婦人労働 口絵

｢労
ろう

研
けん

饅頭
まんじゅう

｣製法
レシピ 労働科学研究所 pp.134-137

4巻7号 1931.7 国民会議と××軍の討伐 報告 中山耕太郎 pp.11-13
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時雨さんと女人芸術 随筆 笙千鳥 pp.61-63 国際時報

4巻8号 1931.8 万宝山に絡まる日支間の紛争重大化 報道 pp.27-28 新聞時報

今度は通遼県で鮮農追わる――九月

十二限り南部撤退

p.29

病張学良氏の焦慮――万宝山事件穏

便に片づけたい

p.29

支那との境 小説 高崎せつ子 pp.98-106

蔣介石の共産軍討伐 報道 p.152 婦人彙報

4巻9号 1931.9 支那排日をあおるか? 報道 p.157 婦人彙報

満洲耕地商租契約の根本的取消し通

告

組織的に鮮人圧迫

満鉄の整理二千 p.159

日本娘を誘拐

4巻10号

(発禁)

1931.10 支那の大洪水とプロレタリア大衆 報告 唐沢五郎 pp.21-28

｢シャン＝フエイ｣ 伝記 土田途子 pp.100-107

満洲の邦人惨殺事件 報道 p.163 婦人彙報

4巻11号 1931.11 満洲事変 報道 p.159 婦人彙報

支那の排日貨運動激化に重ねて抗議 p.161

4巻12号 1931.12 詩の国境都市安東縣を語る 紹介文 河合雅夫 pp.96-99

満州の傷痍兵への慰問使 報道 p.159 婦人彙報

5巻2号 1932.2 国境のない日本女――海外に放浪す

る天草女(2)

紹介文 安藤盛 pp.28-37

女人芸術に対する要望 通信 笙千鳥 p.80 

5巻3号 1932.3 社会時評：(二)対支紛争の拡大と列

強

評論 加賀三郎 pp.96-101 社会時評

上海事件に政府声明 報道 p.174 婦人彙報

5巻4号 1932.4 座談会：新満洲国とはどんなとこ

ろか

座談会 徳田秋声、藤枝丈

夫、下村千秋、村

松 梢 風 、 平 野 零

二、平林たい子、

吉屋信子、長谷川

利子、長谷川時雨

pp.24-46

中華民国学生生活近況(北平便り) 通信 篠田ちか子 pp.96-97 海外通信

新満洲国誕生 報道 p.158 婦人彙報

応援の蛙せや ․りかば声(よみうり

から)

漫画 p.158 挿絵

5巻6号 1932.6 詩四章 詩 森三千代 pp.85-87

ルンペンの満洲進出 報道 p.159 婦人彙報

日支停戦協定

付記 本研究はJSPS科研費18J13050の助成による研究成果の一部である。本論文では、雑誌�女人芸術�の

本文を引用に際し旧体字、旧仮名を適宜現行のものに改め、ページのみを示し、脚注における出典
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が�女人芸術�である場合は、�女人芸術�を省略し、巻号と年月のみ示した。また、本論文を脱稿し

て4ヶ月後、重要な�女人芸術�の研究の著作として、飯田祐子、中谷いずみ、笹尾佳代編 �女性と闘

争ーー雑誌｢女人芸術｣と一九三○年前後の文化生産�(青弓社, 2019)が刊行された。
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