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現代中国の著名作家 冰心（謝冰心）の 

自筆完全原稿を発見 

九州大学言語文化研究院 

九州大学附属図書館研究開発室（兼任）    中里見  敬 
 

九州大学広報室 記者発表会 

2017年6月16日 九州大学附属図書館 



本日の発表内容 

1. 『春水』手稿本（原稿）の概要 

2. 濱文庫（九州大学附属図書館所蔵）に収蔵されるに至った経緯 

a. 『春水』の作者・冰心（謝冰心）について 

b. 『春水』の出版に関わった北京大学教授・周作人について 

c. 『春水』を贈られた日本人留学生・濱一衛（はま・かずえ）について 

（当時、松山高商（現松山大学）教授、のち九大教授） 

3. 『春水』手稿本の意義 



本学所蔵の『春水』手稿本（原稿）が、95年ぶりに冰心の自筆原稿であると判明。
しかも、現在確認できる冰心手稿のうち、最も早い時期の完全原稿。 

九州大学附属図書館濱文庫所蔵 



『春水』手稿本、表紙 

 「冰心女士著／春水／新潮社文藝叢書」と
記されている。 

→ 1923年5月に新潮社文芸叢書として刊
行された冰心の第2詩集『春水』の原稿であ
る。 

 

 「豈明経手」の印が押されている。 

→ 豈明は周作人の字(あざな)。周作人は
新潮社文芸叢書の主編を担当していた。 

 

九州大学附属図書館濱文庫所蔵 



『春水』手稿本、自序 

 「自序」に1922年11月21日の日付 
→ 原稿執筆の日付 

 

 1922年3月21日から同年6月30日に

かけて北京の新聞『晨報副鐫』に掲
載された詩を、単行本として出版する
ための原稿 

九州大学附属図書館濱文庫所蔵 



『春水』手稿本 、本文115頁、182編の詩を収録 

   (左)114～115頁                (右)1頁 

九州大学附属図書館濱文庫所蔵 



冰心（1900-1999，日本では謝冰心とも） 

1918年 北京の華北協和女子大学入学、翌年合併して

燕京大学になる。社会問題を扱った「問題小説」を発表
する。 

1922年1月より 北京の新聞『晨報副鐫』に詩を連載する。 

1923年1月 詩集『繁星』刊行。 

1923年5月 短篇小説・散文集『超人』、詩集『春水』刊行 

1923年5月20日 卒業論文「元代的戯曲」を提出して燕

京大学を卒業。指導教員は周作人（北京大学教授と
燕京大学を兼任）。 

1923～1926年 米国ウェルズリー大学に留学。 

（同大学の卒業生に宋美齢(蒋介石夫人)1917年卒、 

 ヒラリー・クリントン 1969年卒） 

図版出典：Wikimedia Commons 



冰心（1900-1999，日本では謝冰心とも） 

1929年 燕京大学教授の社会学者・呉文藻と結婚。 

1937～1945年 抗日戦争中は、中国内地を転々とする。 

1946～1951年 夫に同伴して東京在住。 

1950～1951年 東京大学文学部外国人講師（東大初の
女性教員） 

1951年 新中国に帰国し、主として児童文学の創作に従

事し、中国作家協会顧問、全国人民代表大会代表、中
国人民政治協商会議全国委員会委員等の要職を歴任。
晩年は「文壇の祖母」と称されるなど、中国の良心を代
表する作家として人々に敬愛された。 

図版出典： 百度百科 



周作人（1885-1967，魯迅の実弟、北京大学教授、作家） 

1906～1911年 日本に留学 

1918年 北京大学教授、新文化運動の中心人物となる 

1923年 冰心の卒業論文を指導、『春水』出版に尽力 

1934年12月～1936年6月 長男・豊一の友人・濱一衛が寄宿する 

1937年7月7日 盧溝橋事件以後も、日本軍が占領する北京に留まる 

1939年10月 『春水』手稿本を濱一衛に贈る 

1945年 漢奸罪で逮捕、のち有罪判決を受ける 

1949年 釈放され、翻訳と文筆活動を行う 

1967年 文化大革命で迫害され死去 

 

図版出典：Wikimedia Commons 



『春水』手稿本、周作人による題記 

此冰心女士詩集《春水》原稿，今秋整理書齋，於故紙堆
中覓得，轉眼已十八年矣，特為裝訂寄贈濱一衞君 。                

知堂記 

中華民國廿八年十月七日在北平 

〔この冰心女士の詩集《春水》の原稿は、今秋書斎を整理
していて、故紙の山の中から見つけたものである。またた
く間に18年が過ぎてしまった。特に装丁して濱一衛君に贈
る。 

             知堂記す 

     中華民国28年10月7日北平にて〕 

 

九州大学附属図書館濱文庫所蔵 



『周作人日記』1939年10月5日の記述 

十月五日 晴 

下午又整理旧报，得《春水》原稿，拟订以赠濱君。卖故纸千四百三十
斤，得七十一元，留廿元备裱糊外院西屋之用，以其余分给家中用人。 

〔午後、また古新聞を整理する。『春水』の原稿が出てきたので、製本して濱
君に贈ることにする。古紙1430斤を売って、71元を得た。外院西屋の壁紙
を貼り替えるのに20元をとっておき、残りは家の使用人に分けてやる。〕 

 

「1939年周作人日記」は、北京の中国現代文学館が発行する『中国現代
文学研究叢刊』2016年第11期に掲載された。中国知網（CNKI）でも公開。 

この日記の一文が、今回の研究成果に至る決定的証拠。 



濱一衛の中国留学と3年後の再訪問 

1934年6月～1936年6月、北京（当時は北平）に留学 

• 1934年12月から帰国までの1年半は周作人宅に寄宿 

• 1931年4月に大阪の旧制浪速高等学校に留学した周作人の長男・周
豊一との交友関係 → 終生の交友 

1939年8月2～10日、北京の周作人宅を再訪問 

•臨時召集令状が来たため、急遽帰国。 



濱一衛（1909-1984、はま・かずえ、九大教授、中国演劇研究者） 

1909年 大阪生まれ 

1930年3月 旧制浪速高等学校卒業 

1930年秋 周作人の長男・周豊一と知り合い
交遊する 

1931年4月 周豊一が旧制浪速高等学校
に入学 

1931年9月18日 満洲事変に抗議して、
周豊一が退学 

1933年3月 京都帝国大学卒業 

 
濱一衛（左）と周作人の長男・周豊一（右） 

写真提供： 中島長文氏 



濱一衛（1909-1984、はま・かずえ、九大教授、中国演劇研究者） 

1934年6月～1936年6月 外務省文化事業部留学生として
北京留学、周作人邸に寄宿する 

1938年 松山高等商業学校教授 

1939年8月 北京を再訪問、周作人邸に泊まる 

1939年10月 周作人より『春水』手稿本を贈られる 

1949年 九州大学に着任 

1973年 九州大学を定年退官 

1984年 逝去 

1986年 九州大学附属図書館が濱文庫を受け入れ 

図版出典：『中国文学論集』第4号, 1974 



『春水』手稿本の意義 (1) 

1. 中国現代文学を代表する作家の22才時、現存する自筆原稿のうち最
も早い完全原稿 （冰心文学館、および『冰心全集』の編者・卓如先生による） 

2. 一流作家による書としての芸術的価値、文化財的価値 

3. 『春水』は1922年という中国新文学の代表作品、文学史的価値 

  → それまでの漢詩とは異なる、口語自由詩 

4. 清新な内容、自然賛歌、人間愛 

  → 「文壇の祖母」として敬愛された冰心の人柄 

  → 国民的作家としての人気 

 

 



『春水』手稿本の意義 (2) 

 冰心研究、中国現代文学研究にとって貴重な一次資料 

→ とくに中国の研究者、広く一般の人々にも注目される新資料 

 

5. 周作人と濱一衛の交流 → 戦前から戦争中の師弟関係 

 日本と中国の文化交流を象徴する資料 

 



配付資料 

1. 謝冰心著、倉石武四郎訳「繁星」「春水」（抄） 

冰心の詩の翻訳 

2. 謝冰心著、倉石武四郎「解説」 

東大に招聘した倉石武四郎による解説 

→ 以上2点、謝冰心著・倉石武四郎訳『お冬さん：謝冰心自選集』（河出書房, 

1951年）所収 

3. 冰心著、虞萍訳「荘鴻の姉」 

1920年、19才で発表した「問題小説」。社会的関心、弱者への温かい
眼差し。 

→ 虞萍著『冰心研究』（汲古書院, 2010年）所収 



参考文献 

1. 冰心および作品に関する解説 

•倉石武四郎「解説」 
 謝冰心著・倉石武四郎訳『お冬さん：謝冰心自選集』（河出書房, 1951年）所収 

•竹内実「謝冰心先生のこと：訳者あとがき」 
 謝冰心著・竹内実訳『女のひとについて』（朝日新聞社, 1993年）所収 

2. 東京大学・外国人講師時代の冰心に関する研究 

•林敏潔「倉石武四郎と謝冰心」，『東方学』128, 2014年所収 

3. 専門書 

•萩野脩二著『謝冰心の研究』朋友書店, 2009年 

•虞萍著『冰心研究 : 女性・死・結婚』汲古書院，2010年  

 



研究内容に関する国内の専門家（了解済み） 

冰心研究 

  萩野脩二・関西大学名誉教授 
 

周作人研究 

  小川利康・早稲田大学教授 

 

研究内容に関する海外の専門家（了解済み） 

比較文学・日中文化交流研究 

  潘世聖・華東師範大学教授 

 



本研究成果の論文発表 

6月20日発行の『中国現代文学研究叢刊』2017年第6期（北京：中国現代文
学館）に掲載予定。 

中里見敬「冰心手稿藏身日本九州大学：《春水》手稿、周作人、濱一衛及其
他」 
 

報道解禁日のお願い 

6月20日午前1時（日本時間）とさせていただきます。 

ご協力のほど、よろしくお願いいたします。 

  



謝辞： 本研究にあたり以下の皆様よりご支援、ご協力いた 

         だきました。記して感謝申し上げます。 

• 早稲田大学 小川利康教授 

• （中国）華東師範大学 潘世聖教授 

• 九州大学 李麗君准教授 

• 前・中国社会科学院文学研究所 

現・北京第二外国語大学 趙京華教授 

• 関西大学 萩野脩二名誉教授 

 

 

• 『中国現代文学研究叢刊』編輯部 

• 冰心文学館 

• 北九州市立大学 胡玉華教授 

• 九州大学附属図書館 

本研究成果は、科学研究費補助金・基盤研究(B) 

「濱文庫所蔵戯単・レコードのデータベース化と保存法の改善」（16H03405）による成果です。 


