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≪補足資料≫

接収時と返還時の前後における杉本学舎と
杉本町地域に関する記録

　　　
　　【凡例】

＊項目を図書館移転、学舎接収前後、学舎返還前後、返還直後の大学建物、学舎返還前後の杉
本町駅周辺とに区分し、記録文はそれぞれの項目に該当するよう筆者が判別して振り分けた。

＊文章とその表題については、できるだけ原文のまま掲載した。
＊記録文の途中から文を抜粋している場合は、文頭に「…」を付けている。

図書館移転
　当時在阪の学生は勿論移転を手伝ってくれたが、何分期間を指示されているので浪速中学の

生徒まで応援を頼んだ。まず研究室の図書を閲覧室に運び、それから数日間トラックで大宝校

舎へ移転を始めた。然し、何分厖大な書庫までは手がつけられず、この図書は進駐軍の手によっ

て搬出された。食糧不足の当時……として肉体労働には皆弱り、間食にむし芋の配給を受けつ

つ辛うじて期限内に移転を了えた。大阪の南郊よりど真中の大宝小学校へ運ばれた図書は、取

敢えず 5 室に天井に届くまで山積され、図書の排
（ママ）

列は支離滅裂し、誠に暗澹たる気持であった。

（中略）

…杉本町から搬出したものは図書の大部分、書架の一部分、カード箱の大部分だけで、事務用

器具は搬出を許されなかった。だから当時の私達〔図書館員〕──数人にまで減少していた

──は、敗戦のショックと混乱の移動ですっかり仕事が手につかなかった。

松川鹿三「米軍の杉本町学舎接収にともなう図書館移転」

『大阪市立大学百年史』全学編，上巻，pp.223-224

　図書館は研究室とともに南区の大宝小学校へ移転したのであるが、ゾンバルト・福田両文庫

を含む貴重な図書を多数保有し、その時は約 30 万冊という膨大な図書を所蔵しており、この

図書を期限内に運び出さなければならなかった。

　移転はあわただしく僅か数日という短い期間に行われた。その時の図書館職員数は 8 ～ 9

人という少人数、そのうち半数近くは女性で、図書館主導による移転作業はとうてい不可能で

あった。

　当時輸送手段のトラックも自前ではなかなか調達できず、占領軍から提供され、搬出は随分

手荒に無責任に行われた。図書は書庫からトラックに主としてアルバイト学生と米軍兵により

積み込まれ、箱にも入れずに裸のまま山積みされ、その上を軍靴で踏みつけられたり、輸送の

途中図書がトラックの囲いからもれ落ちたり、米軍兵が路上へ投げ棄てたり、この過程での図

書の散逸・破損は相当数にのぼった。また搬出作業終了後直ちに大学内は立入禁止となり、図
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書館員によって図書が間違いなく全部搬出されたか否か確認さえもできなかったといわれてい

る。

　『大阪市立大学百年史』部局編 , 下巻 pp.1225-1226

　市大にとつて──というのが悪ければ少なくとも文科系の諸学部にとつて──  一番の打撃

は、なんといつても米軍による杉本町校舎の接収であろう。はじめての交渉では、本館の半分

と図書館および研究室だけは接収をまぬがれることに話がついていは筈なのだが、急に一方的

に先方の方針が変更して、全部接収ということになつてしまつた。「強者の勝利」というもの

をこの時ほど痛切に感じたことはない。私は当時図書館長をしていたが、24 時間内にあけわ

たせというような要求であつた記憶している。30 万冊もある書籍を、しかも戦後の運送手段

の不足の時に、そのような短期間にどうして運び去ることができよう。結局、進駐軍自身の手

で市内の焼けのこつた大宝小学校の校舎へ運んでもらうことにした。「日本の兵隊であつたな

ら、運びなどせず焼いてしまうでしよう」と言つて慰めてくれた人もあつたが、多年にわたつ

て蒐集整理してきた書物が見るもむざんな姿でトラックに積まれて行くのを見送るのは実に耐

えがたいことであつた。

（中略）

…戦前の蔵書で今日見るをえなくなつたものが多数あるが、それは運搬の途中で米兵がトラッ

クから街頭へ投げすてたり（その一部は親切な人が拾つて持つてきてくれた）、大宝校舎で盗

難にあつたり、ジェーン台風のとき明治校舎の地下室が水浸しになつたりしたためである。

福井孝治「思い出すままに」『大阪市立大学 10 年の歩み』p64

　米占領軍による杉本町学舎の接収に関連して、惨めな二つの想い出がある。一つは、付
（ママ）

属図

書館および研究室にあった膨大な図書・文献の搬出である。ゾムバルト文庫や福田文庫を擁し、

ローゼンベルグ文庫（民訴学者）を加え、その偉容を誇っていた貴重な財産（約四十万冊）を

一週間以内に運び出せというのだから、たまったものではない。旧日本陸軍は、マニラで大学

の図書を川に捨てたという噂ももれ聞いていたので、それに比べればましな方だろうが、それ

にしても実に残酷な話であう。責任者が駆け回って確保したのが大宝小学校であったが、空襲

で窓硝子が破損したままであった。その教室の中へ横積みに何十万という書物を押し込んだの

である。そのため、下積みになった書物は腐ってしまったものが多かったと聞いた。横積みの

書物を縦に直したものは明治学舎の講堂に書架が備えつけられてからのことだから、大宝学舎

では破損した窓から雨もふき込んだろうし、腐ったのも当然のことだろう。

　そうした結果はともかくとして、搬出そのものが大変な騒ぎだった。搬送車は米軍が提供し

てくれたが、書庫や研究室から自動車まで書物を運ぶのが大変であった。多数のアルバイト学

生と米軍兵士とがリレー式に書物を送り出したのである。自動車運搬が書物を箱にも納めず、

裸のままで行われたことも手伝って、搬出する過程で散逸した書物の数は相当数にのぼった。
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私の研究室に置いてあった私物の書物だけでも、数十冊は紛失してしまったのである。あとで、

私のゼミナールの一学生に、「古本屋で先生の蔵書印のある書物を何冊も見ましたよ。お売り

になったんですか」といわれて唖然としたことを今でもよく覚えている。

　また、研究室の書物が搬出されるとき、私は研究室にいた。手伝いに入ってきた米兵の一人

が私に向かって、貴方は教授ですか、たいした数の外国文献ですね、これが利用出来なくなっ

て本当に気の毒に思います、という趣旨の話をしてくれた。善良な若者で、聞いてみるとハー

バード大学の卒業生だとのことだった。国民一人一人の個人としての善良や友愛という人間性

と、国家の行為としての戦争の犯罪性との隔絶・矛盾を、しみじみと感じたことでもあった。

実方正雄「法学部設立の風土」『有恒会百年史』p328

　十月初め、米軍の学舎接収が開始され、急遽、市内の小学校校舎に立ち退きのやむなきにい

たった。一週間の短期間に明け渡せとの米軍の命令で、殊に慌ただしかったのは図書館の移転

であった。図書館は南区の大宝小学校へ移転することになり、私たち一部の学生も動員された

ものの秩序正しい搬出は不可能で、米兵たちが図書館の階上の窓から図書を片っぱしからほう

り投げるのを黙って見ていた。小型の英和・和英の辞書類はみな彼らのポケットへねじこまれ

てしまった。移転先でも書籍は積み上げるだけで精いっぱいで、配列整理などの余裕は全くな

かった。

松本聿雄「ミナミの学舎」『有恒会百年史』p334

接収命令

　移転先は予科・高商・学部の学生がそれぞれ積み込みと荷降ろしの二手に分
（ママ）

れ、差し回しの

日本と米軍のトラック多数で輸送に従事した。我々の教壇、机、椅子、その他、事務室の什器

備品類、図書館・経済研究所の膨大な書籍、資料、書架等を、何の荷作りもせず、裸のままリ

レーによって運び出した。戦災を免れた貴重な文化財も単なる荷物の山と化してしまった。行

き先は、予科・学部が島之内道仁小学校、高商部は桜川小学校、図書館は大宝小学校と学舎の

分散が始まった。移転作業は米兵の「ハボ、ハボ」（早く、早く）の掛け声に急ぎ立てられた。

戸奈巳喜雄「分散校舎の頃」『有恒会百年史』p341

　九月二十二日、かつての同期生に送られて、わたし達数名の卒業式が行われた。けれども、

卒業式場から一歩足を運ぶと、鼻歌まじり、図書館の本をトラックにほりなげる黒人兵の姿が

あった。それを研究所の窓から、じっとみつめておられた T 先生の寂しそうな御姿が、今も

わたしの瞼にやきついている。

水谷司鶴夫「戦時下の学園」『有恒会七十年の歩み』p117
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　Scap（Supreme Commander of Allied Powers）連合軍総司令官マック・アーサーの命令は

勅令の上にあり、絶対的であった。一週間の予告期間をもって退去を命ぜられたとき、校舎や

図書の移転にはまことに非文化的というか学問に対する無理解というか厳しいものがあり、容

赦、会釈がなかった。研究室に米兵が立ち入ったと見えて、机の抽出に入れておいた遠足部の

歩数計、包丁その他めぼしい物は跡形もなく消失してしまった。図書は箱詰めなどする時を与

えられず、トラックに投げ積みされ、その積み上げた書籍の上に米兵が靴のまま乗って踏みつ

けて、German Book ！といって投げ棄てるものもあった。この図書は、道仁校舎の焼け残り

の教室の隅々に、これまた下から積み上げられたままとなり、雨漏りのため下積みの書籍から

腐って行き使用できなくなったのは、実に残念に堪えない。

谷口知平「大阪商科大学より大阪市立大学法学部へ－終戦前後－」『有恒会百年史』p378

　ツイテいない私達に次いでやって来たのが、日本の敗戦であり、杉本町学舎からの追放であっ

た。新入生にとって、誠にこれは最大級のショックであった。当時は、学部は勿論予科、高商

部とも二年以上の上級生は、殆んど戦地か、軍需工場に動員されて居り、残っている予科、高

商部の新入生達だけで、世紀の大搬出作業が始まったのである。僅々数日の中に、天下に誇っ

た図書館、教授研究室から尨大な図書を運び出すのである。福田文庫も、ゾンバルト文庫も、

まるで古新聞の束の様にトラックへ投げ込まれた。

藤田圭作「めぐまれぬ時代に」『有恒会七十年の歩み』p128

　軍隊から帰って、飢え渇いたように「さあ大学へ帰って勉強や」と思いきや、杉本町学舎は

米軍に占領されて学部の半分しか残っていない。米兵と学生の接触トラブルをおそれた大学当

局が境界線に太い高い杭を打ち込んだ、これに刺激されたか、口実にしてか、米軍は全域立ち

退きを言い渡してきた。学舎は南区道仁小学校に仮住まいすることになったが、大宝小学校に

移転することになった図書館が大変である。五〇万冊といわれるゾムバルト文庫を初めとする

大部分の蔵書を移さなければならない。期限は三日間である。学生が動員された。米兵と学生

の共同作業である。学生は大切な本を丁寧に運ぶ、十八才だと言っていた教養の無さそうな米

兵らがエレベーターの穴を使って四階から下まで投げ落す、学術雑誌の日付を見て「一八六五？

Too old ！」と言って明るく陽気に窓から放り投げる。「こんな野蛮人に負けたのか！そうい

えば戦争に勝つのはたいてい野蛮人の方ダナ」呆れたり感心したり！

入江国太郎「行雲流水」『我が青春－追憶の大阪商大予科－』p60

◎復学

…暫くして『GHQ の命令──四十八時間以内に退去すべし──による学校移転手伝いの為登

校されたし』の通知がありました。進駐軍の施設になる由。敗戦の傷痕深く、今更アメ公のた

めの手伝いなんかアホらしゅうて出来るかと勝手な理屈つけてサボリました。サア！！移転先
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の道仁国民学校が分かりません。山路君に電話をかけて教えてもらいました。

太白博「思い出－青春篇－」『我が青春－追憶の大阪商大予科－』p182

学舎接収前後
　終戦の詔勅は杉本町で聞いた。世の中がひっくり返り、驚きと新鮮感と空き腹をかかえて通

学したのもつかの間、学園は米軍に接収された。初めは半分くらいだったように思う。境界に

杭が打たれていたけれども、やがて取りはらわれた。もの珍しく米軍兵舎に近づくと、手招き

して来いと呼ぶ。まわりの草を刈れというのだが、適当にすませたら前線食やタバコのカート

ンをくれた。当時は貴重品で、私などはもっぱら草刈りアルバイト（？）に杉本町へ通うよう

な有様であった。

（中略）

　そして、ついに全面接収のときを迎える。同期生が集まると、誰もが何度もいうのは図書館

接収の状況である。あの雰囲気は、たぶん現場にいた者以外、どのように表現しようとも伝え

られないのではあるまいか。学生が並んで手送りで運んでいたが、とても定刻には間にあいそ

うもない。せっぱつまって窓から外へ放り投げた。あのあせり、やるせなさ。私のようなサボ

リ学生にも学園と敗戦の意味が重苦しくのしかかった。

河村嘉一郎「転々のひとこま・桜川」『有恒会百年史』pp.355-366

「戦後　校舎移転とその後」

立花：終戦から直ちに夏休みに入り、九月十日から学校再開となり、私たち予科生は学部の校

舎で授業を受けることとなった。それも束の間のことで、十月に米軍の接収を受け、放

浪の旅に出ることになりましたが、米軍接収に関するお話をどうぞ。

薩摩：あの時、岡本安章さんが通訳みたいなことをされたんだけれど、びっくりしたね。英語

をペラペラ喋られて。本当にびっくりしたね。

佐々木：時計台の下でね。米軍将校と対等に交渉していたね。

岸原：その交渉をしていたのをわれわれ皆が知っていたけれど、結果として接収するというこ

とだったので、岡本安章さんが下手な交渉をしたのではないかという非難が集まったと

いうこともあってね。交渉が下手だったからわれわれが出て行かなければならないと。

しかし事実はそうではなかったが。

薩摩：そういうことがあったの？実際は杉本学舎は海軍が使っていたから接収されたんだ。

岸原：そうそう。その通り。米軍から見れば、これは軍事施設（大阪海兵団）であるから接収

するということだったが、学内で問題になってね。十月七日に接収命令が出て、一週間

以内に明け渡せということで。その間に図書館のゾンバルト文庫とか福田文庫とか全部

運びだして、出て行かなければならなかった。

榎並：接収と言えば中沢米太郎先生を思い出しますね。変わり身の早さにびっくりしました。
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戦争中は軍国主義者で森元先生（体操）などを顎でこき使っていたのが、九月になって

接収作業に入るや strolling という言葉を使って、これからはゆっくりとして行こうと

いう。おどろきました。

佐々木：ハバ、ハバという言葉も流行ったね。習った英語じゃなかったけれど。

榎並：あれはどこの言葉かな。

一同：さあー。

玉井：図書館の移転には米兵も手伝ってくれたが、午後三時頃さつまいもの配給があったね。

薩摩：図書館には良い本が揃っていたけれどね。でもあの時は、本というより物扱いだったね。

トラックに手当たり次第積み込んで、特に降ろす時には部屋に放り込んでね。

玉井：散逸も多かったね。全く惜しいことをした。

平尾：僕は移転で強く印象に残っているのは、学長室の応接セットを運び出そうとしていると

こ、米軍将校が来て、これは駄目だと言って元の位置に戻さされたことです。これは情

けなかったですね。立派な応接セットだったですけどね。

座談会（第一部）「激動の昭和二十年」『わが青春の予科』pp.76-77

　然し授業再開も束の間、アメリカ軍によって全学が占拠され、予科は市内の道仁小学校に移っ

た。武装した MP を横目に校門をくぐったあの杉本町での最後の日々のこと、図書館の厖大

な図書をトラックにばら積みした移転作業。あの屈辱感と敗北感は今も時に疼いている。

芝英一「わが心象風景の中の大阪」『わが青春の予科』pp.121-122

　小生が杉本町に通いはじめて、確か十日もしないうちに、サイレンを鳴らした米兵のジープ

が、校門に乗りつけ、追い出されて、廃墟の中に焼け残った道仁小学校の校舎で、受講するこ

とになる。

岩田文一郎「風抖憶記」『わが青春の予科』p169

学舎返還前後
　湯浅君から直訴状を出したいと打ち明けられたとき、私は私なりにもと手近にできることか

ら始めようと思い、日米親善野球を思いつき、野球部の松下君に相談したら、ぜひやろうとい

うので、今の杉本町校舎に当る　″CAMP SAKAI″を訪ねたことがある。やはり同じ四月であっ

たと思う。

　踏切を渡ると道路の真ん中に検問所があり、中にいた黒人兵に野球の試合をしたいことを

告げ、マネージャーに引き合わせてくれとたのんだ。即座に電話連絡をとってくれ、　″CAMP 

SAKAI″の野球部マネージャーに会うことができた。だが、驚いたことに「米兵の数も少な

くなり、まともに野球ができる状態ではない。君の提案は面白いし、ぜひ親善試合をやりたい

が、どうしてもムリだ」と言うではないか。野球の試合ができないことは残念だが、同時にこ
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れでアメリカ軍も出てゆき、校舎が返還されるんだと実感し、非常に嬉しかった。事実、その

年の夏には一部返還が決まった。

　返還が決まってすぐ、語学部（FLD）で発行していた雑誌「語交」の取材に、まだ鉄条網

で囲まれたままのガランとした杉本町校舎を訪ねたとき、あの恒藤学長の笑い顔が　″CAMP 

SAKAI″と書かれたアーチの上に大きく浮かび上がっていた。

上野矩「恒藤学長の笑い顔」『有恒会百年史』pp.401-402

　さて、体育祭当日は幸い好天に恵まれ、プログラムも順調に進み、いよいよ最後のメインイ

ベントたる各クラブの趣向を凝らした仮装行列も愉快に終わってヤレヤレとホッとした頃、い

つしかもう辺りは秋の夕闇に包まれ、後片づけもかねてファイアストームを始めたのであった。

　肩を組み、逍遙歌などを歌って気勢を上げるうち、だんだんとトーンが上がり、暗闇の中で

真っ白な兵舎が燃え上がる炎にくっきりと浮び上がっているのを見て、誰いうとなく、金網の

向こうにいる MP に向かって「ヤンキー、ゴーホーム」と口々に叫び出したのだった。

　初めは見物気分で見ていた MP も、炎と一団のシュプレヒコールに異様な雰囲気を感じた

のか、「それ以上、金網に近づくな！」とか何とかいって敵意を見せ、一斉に銃口をこちらへ

向けて構えたのには、一瞬、これはまかり間違えば大変な事になると、慌ててスクラムの輪を

押し戻し、ファイアストームの火を消したのだった。何とか、その時は事なきを得たが、その

後の一連の学内紛争を見るにつけ当時を思い出し、冷汗三斗の思いであった。

紙園俊夫「杉本学舎の思い出」『有恒会百年史』p405

　後日談ながら、戦後、中学教師をしていた時に教えた Y 君というのがいて、大阪市大の経

済学部に入ったらしく、ある同窓会の席で、「この間先生の卒論を拝見しました」と話しかけ

られた。初めは何のことがわからなかったのだが、やがて「えっ、そんなものが今頃まで保存

されていたのか」と絶句したことだったが、戦後米軍の占領下に置かれて、何もかも破壊され

た商大と図書館の受難期を目のあたりにしているだけに、あの混乱をかいくぐって今日に生き

残った、わが　″カオス″の象徴のような卒論が、なんとも言えずいとおしく、胸がつまった。

牧野博彦「カオスの頃」『我が青春－追憶の大阪商大予科－』p211

返還直後の大学建物
　返還運動の過程で売り出されたり、展示されていた校舎の写真は実に美しい建物であり、最

高学府としての威容を誇っているがごとくであったが（当時売り出された写真を私自身も買い

取り、その一部は大切に保存してきている）、さて行ってみると、それが米軍によって朝鮮動

乱の際の野戦病院として使用されていた痕跡が鮮やかに残っており、いささかがっかりした記

憶はあったものの、それでも、こんな芝生の広い学舎で学べるのかと素直に心の底から喜びが

あったものである。そして、それまでの靱校舎や道仁校舎では考えられなかった学舎に対する
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ある種の愛情をもつようになり、杉本町校舎に行くのが毎日楽しみであった。

阪口春男「杉本町学舎の広場」『有恒会百年史』pp.407-408

　教養課程の二年間を終えて杉本町学舎で学ぶようになったのは、昭和三十年の春であった。

阪和線の踏切を渡ると、すぐに海兵隊の守衛門があり、それをぬけてしばらく進むと、金網を

めぐらし海兵隊キャンプに囲まれるように、時計台のある専門学舎があった。あちこちに駐留

軍の残した建物をそのままにしながらも、靱校舎に比ぶべくもないほど大学らしいアカデミッ

クな雰囲気を醸しだしていた。

山内荘作「杉本学舎の広場」『有恒会百年史』p414

　当時の杉本町駅周辺はまだ田圃が多く、大和川の周辺まで一望することができた。このよう

なのんびりした風景に加えて、正門を入ってからすぐ目の前に聳える時計台と、その前の広場

が印象的だった。これらの施設が、大阪市内から移動してきた学生達を温かく迎えてくれた。

時計台に向かって右側に、米軍の使っていた教会があった。この建物はチャペルと呼ばれ、当

時は講義に使われていた。時計台前の広場のぐるりはワシントンヤシが取り囲んでおり、チャ

ペルの横には桜の木が十数本あった。三回生になってはじめて杉本町学舎に登校した時、この

桜が満開で私達を迎えてくれたのを思い出す。

　二年間の杉本町時代を振り返り、授業と授業の合間をどこで時間を過ごしていたのかを考え

てみると、意外と時計台前の広場にたむろしていたことが多かったように思う。図書館や食堂

にいることもあったが、友人達とその時その時の喜怒哀楽を語り合ったり、青春の語らいをし

たのは、やはり時計台前に広場だった。講義の話、人生論、旅行の話、卒論の話、就職の話

……。

　卒業後、何度か杉本町を訪れたが、卒業後の母校の施設の充実ぶりは目を見張るばかりであ

る。それでも本館と時計台の周辺は昔の面影を残しており、ここが自分の母校であることを思

い出させてくれる。広場を取り囲むワシントンヤシの背丈の高くなったのに驚いた。やはり年

月の経過は覆い隠せない。

   田畑源三「コンクリートジャングルの靱から緑の杉本町校舎へ」『有恒会百年史』p417

　私の入学は昭和三十年。当時、杉本町の駅を降りて阪和線の踏切をわたると、左側一帯は全

部米軍兵舎、右が杉本学舎の陸上グラウンドから本館と並んでいました。陸上グラウンドには

昔からのものでしょうが、大屋根つきのスタンドがありました。入学試験の合否の発表は、こ

のスタンドで貼り出されていたように思います。

　（中略）

　杉本町学舎も半分は米軍に接収されて、本館、図書館とグラウンドだけでしたが、それでも

小学校跡よりは余程ましで、元大学であったという感じだけは残っていました。講義課
（ママ）

目の都
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合で週に一度杉本町に通いましたが、その時だけ何か大学生の自覚を支えてくれるような気が

したものです。安っぽく、情けない大阪市立大学でした。

　（中略）

　杉本町学舎グラウンドの空き地で夜、ファイアストームで返還の気勢をあげた時、グラウン

ド入口から米軍のジープが入りこんできて、私達のそばまで様子を見に来たことがありました。

ジープに乗った二人の米兵の眼が、焚火の炎で光っていたのが忘れられません。結局は何ごと

もなかったけれど、ノンポリの私も「帰れ」、「ゴーホーム」と叫んだものでした。

　（中略）

（弓道の）道場など、もちろんありません。旧陸上グラウンドの奥に張った金網を越え、阪和

線沿いの草地の一角をならして的場用に砂を盛り上げ、二十七メートル後方にところどころ板

を敷いて、それをもって露天の道場としました。今のプール横、阪和線添
（ママ）

いのユーカリが繁っ

ているあたりです。これがわたしの大学人生を支える大きな広場となりました。

（注）カッコ内の記述は筆者が挿入したもの。

高橋宏「杉本町学舎の広場」『有恒会百年史』pp.420-421

　

　そういう次第で、杉本学舎には合格発表の当日、初めて訪れた。今でこそ木々や芝生が豊か

な彩りを添える広々とした構内に各学部の学舎が整然と建ち並び、総合大学のキャンパスに呼

ぶにふさわしい威容を備えているが、返還当時の杉本学舎といえば、金網で仕切られた広い空

き地の中に、貧弱な緑にふちどられて本館一号館に図書館、それに旧予科・高商部に二号館、

三号館が「白亜の殿堂」と呼ぶには何となくダーティーなイメージで、そっけなく点在してい

るだけであった。本部構内の木立の中に米軍兵士のための白いチャペルを転用した学生の診療

所があり、時計台のある本部一号館に入ると、壁の所々に英語で書かれた標識が残っていた。

明路正造「杉本町学舎の広場」『有恒会百年史』p422

学舎返還前後の杉本町駅周辺
　阪和線杉本町の駅は今のように橋上でなく、道路に面してあり、改札口は西口、即ち大学と

線路を隔てて反対側にあった。つまり、大学のある方には出口がなかった。学生は改札を出て、

線路に沿い南へ下る。そして踏切を渡って大学に入らねばならなかった。

　（中略）

　駅から踏切までの道の片側は、不動産屋、家電店、スナック、パチンコ、うどん屋等の並ぶ

店舗付マンションとなっている。返還時はここに木造二階建てが数軒あって、進駐軍相手のス

ナックをやっていた。ショートヘアの濃いめの化粧、派手なブラウスにフレアースカートのお

姐さん達が貧乏学生の目に眩しかった。

　返還が進むにつて進駐軍も減ってきて、この商売も難しくなり、一階を麻雀屋に転向する店

ができた。朝から学生がたむろして、電車が着くと仲間を呼び、四人揃うと麻雀を始める。こ
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れでは大学に行くヒマがない。二階は米軍、下は学生と、七年前の敵味方が一つの屋根の下で

遊ぶ事となり、両国の協調は進んだ。米軍相手の女性からご禁制のラッキーストライクやキャ

ラメルを安く分けてもらい、そのうまさに感激した。

圓入一人「流転の学舎の今昔」『有恒会百年史』p404

〔角帽と学生服〕

　我々が入学した昭和二十七年は、まだまだ戦後のツメあとが色濃く残っていた。一・二回生

は大阪市内の道仁と靱校舎。校舎とは名ばかりの間借り生活で過ごし、専門になってやっとあ

こがれの杉本町に移った。また鉄条網が学舎を分断した寒々とした光景。杉本町の駅周辺もた

んぼの中にバラック風の飲み屋、マージャン屋が立ち並ぶといった位で、とにかく世の中は貧

しかった。ただ、その割には学生生活は自由かつ伸び伸びした気風に満ちていた。いわゆる、

学生服と角帽がまだ羽振りをきかした時代である。

楠本順三「学生気質今昔」『有恒会百年史』pp.409-410

（まつもと　ひろゆき・大阪市立大学大学院文学研究科後期博士課程、

大学史資料室研究員、大阪教育大学附属高等学校平野校舎非常勤講師）
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