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◦第３号（昭和 22 年 3 月 15 日）

　校舎は何処へ　三候補地選定さる　今夏迄に移転か
　一昨年より止むなき事情のために杉本町校舎を失った本学は、その後、学部・予科は元道仁

国民学校に、高商部は元桜川国民学校（市電気局と共用）、研究所は文化会館（南警察署と共用）

に夫々分散し、その他の施設も極めて不備であるために学術にも運動にも、多大の不便を感じ

て現在に至って来たが、何時までも現在の状態を続けることは大学の任務を阻害すること甚し

く延いては、文化日本建設における一大障碍でもあろう。是において教授、学生間に、昨年以

来適当な校舎への移転問題が起り、最近に至り実行委員五名を選出し、これが解決に乗り出し

候補地が選定された。

　第一候補地　真田山小学校

場所　上町台地上省線玉造駅より徒歩約七分

現在　真田山小学校及大阪貯金局真田山分室

建物　鉄筋三階建、各階約十五室（講堂を含む）

運動場　約一千坪

収容人員　約一千五百名

環境　閑静、東に生駒山を望む

状況　全学収容は不可能で学部、研究所、図書館を収容し得る。従って、従来通り三位一体の

主旨に則るとすれば、当校舎は狭隘で仮校舎たる事は免れない。　

　第二候補地　千代田元大阪陸軍幼年学校

場所　近鉄高野線千代田駅（長野の一つ手前）より徒歩七、八分（難波より一時間余）近鉄大

阪線汐宮駅（長野の一つ手前）より徒歩約十二、三分（アベノより一時間二十分）

現在　国立大阪療養所

敷地　約六万坪（内グランド現在耕作地、元練兵場粘土質良好、復旧比較的容易一万坪）

建物　１校舎、二階建六棟（現病棟、元階下教室、階上寄宿舎、上下各七室、各室三十名収容）

　　　２講堂　装置良好、傾斜式一千名収容

　　　３小講堂　二百乃至三百名収容

　　　４倉庫　二階建三棟

　　　５剣、柔道場　各一棟
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　　　６本部建物　二階建一棟

　　　７炊事（蒸気式完備）浴場、洗濯場、洗面場、集会場（二階建三棟散在）診療所（平家一棟）

収容人員　約三千名（現在一千名）

環境　金剛山を控えた広場にあり

構造　木造堅牢、昭和十五年竣工　昭和十七年迄漸次増築

状況　馬場町国立療養所分院として長期療養者を収容し、尚近く宇治精神病院廃止に伴い、近

畿一帯の精神病患者を収容の予定で、病院側の意向は相当強硬である。

　第三候補地　西の京元陸軍病院

場所　近鉄関急線西ノ京より徒歩約十五分、急行車で西大寺乗換、天理行に乗り二つ目、上六

より約一時間

　　　本建物館、炊事場は撤去、奈良病院へ移転済、二階建及平家各一棟某医専へ移転中、看

護婦寄宿舎はアパートに改造殆んど完成、官舎は住宅営団で住宅に改築中、残有せるも

のは病棟、平家建三棟（中二棟は個室）二階建一棟看護婦養成所一棟

環境　空気は清涼、高台、薬師寺の塔を望む

状況　運動場は傾斜地の為整理困難であり、建物は何れも未完成で使用するには数百万円を要

する見込。

候補地として上っているのは以上の如くであるが、学園は今更いう迄もなく在学生、卒業生に

とり真理の故郷であり、之に相応しき学園の獲得は、真に急を要する事であり、之が実現には

先輩諸氏、並びに学校当局の絶大なる支援が望まれる。

尚候補地の決定の為に、近日学生大会が開かれる。

◦第５号（昭和 22 年 5 月 15 日）

　真田山移転に示唆　和爾教育部長談
　尚和爾教育部長は校舎問題等学生の運動に関して次の如く語った。「現在真田山小学校の問

題についても、一市当局の懸命の努力にかかわらず、保護者会の反対および貯金支局の移転の

技術上の不可能によって絶対実現し得ない。こういった出来ぬことにいつまでも漠然たる期

待をもたず、現実に可能な範囲で最善の計画を樹て、之が遂行に努力すべきである。市当局

は、具体案さえ得らるれば、いつでも之に最大の援助を与えるであろう。現在の道仁小学校
を建増するのも一案である。すべてこの問題にかぎらず研究所の問題にしても、市との緊

密な連絡の下に、学生の積極的な運動が必要であり、市当局としてはこれに応ずる準備と意志

を充分持つものである」と。

　

　校舎問題紛糾す　再び持越のかたち
　学部学生大会　四月二十四日開催

　校舎移転問題は、三月の学生大会に提議されたが、試験前のために、学生の集り悪く、流会
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となり、本大会に持越されたのであるが、最初に学生委員側より選定された、真田山小学校、

千代田元陸軍幼年学校の既報の如き状況説明があった後、一般学生側の意見が質されたが、交

通の便と早急解決を望む真田山派と、交通の不便は学内の一致団結により解消し得、恒久的解

決をなすべしとの千代田派の二派に分れ、この間にあって、学生委員側は学校当局教授側の意

向を汲んでか、交通の便と、獲得の容易を盾に、真田山に決定せんと、強引に論戦を張ったが、

千代田派は中々強く議場騒然となり、採決の結果真田山派一三二、千代田派九となり真田山に

決定するかに見えたが、千代田派は、総合大学実現と、高商部擁護の立場より、尚も食い下り、

終に議長は、この採決を一応のものとして留保すると宣し、かくて本問題は、依然決定を見ず

再び次回に持越されることとなった。

　尚一部学生の間に大阪特別市実現の暁には現在の府庁舎が一応空くことになるの
で、これを利用すべしとの声がたかいが総合大学実現の物質的条件との関係から極
めて注目すべき意見であろう。
　

◦第 6 号（昭和 22 年６月 15 日）

　予科高商廃止後に来るもの－総合大学実現へ
　全学一致の努力　委員会声明を発す

　昨年来全学の懸案となっていた大学復興の問題は六月六日、全学学生委員会において全面的

に取上げられ、活発なる討論の結果、杉本町の校舎返還要求（並びに新校舎獲得のための運動

強化）と同時に、現校舎の修理増築を早急に実現すべく決議され、此の運動の強力なる展開の

ため、三部科学生委員会学生会所属各部（文化・運動部）・下宿学生・女子学生並びに教職員

組合代表等により全学を打って一丸とする大学復興会議を結成することとなった。その為学部

（五名）予科（四名）高商（四名）の準備委員があげられて、全学生の具体的な要求を調査し

各部科共速かに学生大会を開いて全学生の意見を統一した上、大学復興会議を開催することと

なった。（第一回会議は十三日の予定）。

　次に新学制実施に伴う本学の具体的方向については今まで、教授側、学生側ともに一致した

意見がなかったが、本日の委員会においては、現在の学部、予科、高商を合した規模を維持乃

至は拡大して法文、総合大学設置の方向へ努力することが決議された。質的向上は量的規模拡

大の上に立ってなお十二分に可能であることが本会の一致した意見であった。又本学のような

優秀な予科や高商が新学制の犠牲に供せられることは真に惜しみても余りあることで、この点

にも三部科一体となって全力を傾注せねばならぬことが論結された。大学復興の問題は決して

一部有志学生の力によって左右しうるものに非ず、全学一致の奮起協力が必須の条件として要

求される声明全文左の如し。

　　　声明

　わが大阪商科大学が、水清き大和川畔永き伝統の学府に愛惜の涙を止めしより一年有半、そ

の間切実なる校舎獲得の要求も実現せらるる能はず、しかもわれらの現状は、研究に室なく、
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運動に場なく、机は膝を容るる能はず、風雨は聴講の筆に滴り、数十万の典籍は、その深き叡

智を空しく塵埃の累積にゆだね、孤立無援荒廃の境涯、母校は今や四面楚歌のうちに沈倫の状

景なり。

　われらはこの窮状を座視するに忍びず、依って本学全学学生委員は母校復興のため、合同委

員会を開催し、迅速なる復興の方途に付慎重、熱烈なる討議を交換し左記の結果に達せり。

　すなはち母校の徹底的な復興のため、教職員、学生、其他商大に関心をもつあらゆる人々を

網羅して早急に大学復興会議を結成し、具体的計画を樹立し全学一丸となりて当局に要請し初
（ママ）

期の目的達成に邁進せんことを期す。

　現状のままにてなお、荏再日を送らんか、新学制に関する諸問題の起れる今日、母校の危殆

火を見るより明かなり。今にして蹶起せざらんか、遂には狂瀾を既倒にかえす能はざるに至ら

ん。事は急なり、事は重し。

　全学諸兄の積極的にして熱烈なる協力と実践とを切望して止まず。

　　一九四七年　六月六日　　　全学学生委員会

◦第７号（昭和 22 年 7 月 15 日）

　挙学一致学園復興へ　正しき学生運動の展開

　　　　復興運動具体化進む

　新学制に対応して興隆か衰退か、正に危急存亡の秋に当り、我が商大生の学園に対する関心

はとみに活発となりつゝある。その一つの現れとして最近学生委員会に於て、学園復興会議の

設立が満場一致にて可決されたが、その後教授側との懇談の結果、学校当局、同窓会、学生を

一がんとする形において復興運動することとなった。学生の第一の任務は学問の研究である事
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は明かであるが、その学問の自由の研究が何等かの事情のために妨害される場合、先づその障

害となる事情を除去する事こそ学生の当面の任務であろう。その意味において、学問のために、

学園の正しき方向を指示するものとして注目されるのではなかろうか。学園のために立った商

大学生が、如何なる経過をたどって如何なる方法で問題の正しき解決に努力したか、各視角よ

りこれを覗いて見ることにする。

　復興会議の設立へ　全学生の熱意漸くたかまる

　六月六日開催の全学々生委員会の決議に基き、九日および十二日に三部科において夫々学生

大会が開かれ、いずれも満場一致をもって大学復興会議の設立を可決した。その可決に基き

十三日第一回準備委員会が学部において開かれ、三部科学生委員ならびに学生会各部代表を始

め、高商部下宿学生クラブ女子学生、YMCA、等々の約六十名の学部・予科、高商生が参集し、

さらに高商部教職員組合より岸田氏が参加されて、次のごとき議事を決定した。

　（１）議長に学長を迎へ、副議長に教職員及三部科学生中より各一名計四名を選出

　（２）本学の先輩及関係者中より顧問若干名を迎へ指導を仰ぐ

　（３）情報、交渉、宣伝、財政、連絡、書記等の係を設け各構成員に任務を分担せしめ、各

人の責任に於て、運動を活発ならしむる事

　（４）当面の活動として左の事を行う

　　　（イ）議長、教職員の副議長並に顧問の就任交渉

　　　（ロ）文化祭における宣伝

　　　（ハ）同様事情にある他校との連絡組織の確立

　　　（ニ）商大新聞を通じての運動趣旨の徹底

　　　（ホ）運動基金の募集

　　　（へ）学内各方面の要求事項の募集

現在上述の決定を着々実行に移しつつある。

　復興会議に学校側は再考を要望　懇談会の交渉経過

　六月二十六日、学部会議室に於て教授学生懇談会が開かれ、教授側よりは福井、堀、富永教

授を初め計十二名、学生側よりは三部科学生委員計約三十名が出席して大学復興について隔意

なき意見の交換があった。当日は先ず福井教授の挨拶の後、富永教授より

一、現在の如き情勢の下にあって、大学復興会議を設置し学生が団体交渉に訴えて大学復興運

動を起すことは、とかく外部に悪い印象を与え易いのみならず外部の誤解を深める恐が大で

ある。

二、大学復興会議が学校運営協議会（3）の変形であるとの危惧がある。

との理由をあげて、教授側としては大学復興会議を承認し難いと述べられ、さらに（１）今後

大学復興会議を如何なる方法で推進すべきか（２）世間の誤解をいかにして解くべきかについ
───────────────────────────────────────────────
　（3）　前掲、注 2 参照。
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て討議したいと懇談会の目的を説明された。

　これに対して杉浦より、学校復興会議は教授学生、同窓会三者一体となって復興運動を展開

せんとして設けられたものであって、これによって学校運営協議会を実現せんとするものでは

絶対ないと学生側の設立の趣旨を報告し、復興会議を否定するならば学校側はこれに代わるべ

き如何なる計画を持っているかと質問、さらに大浦より従来学校側が復興運動に果して十分な

る熱意を以て之に当って来たか否か疑問であると追求、福井、富永両教授より従来の学校側の

復興運動を報告、現在の学校側の計画を討論の結果

一、大宝小学校への移転は現在の校舎より狭隘であるとの理由で学生の意思表示あり、之につ

いてはさらに教授会に於て討議決定する

二、高商部は現在同居中の市交通局保線事務所の移転の実現に努力する。

との学校側の口約を得た。

　ついで朽木より復興会議設置に学校側が反対ならそれに代る案を示してほしいとの質問あり、

それに対して福井、富永両教授より復興会議の代案は本日の議案であるとの答弁があった。ま

た杉浦より学校側が今日まで努力したにも拘らず成果がなかったのは学校側だけでやっていた

からではないか、教授、学生、同窓会三者力を合せねばならないと指摘、富永教授よりそれは

学生側の希望を聞いて教授会で決定しよう、また学内でいろいろな相談会を設けてはどうかと

の言明があった。

　次いで杉浦より資金の問題を提案、教授側よりその問題を解決するには同窓会の理解を得る

のが第一だとの答弁があった。

　最後に富永教授より、教授学生懇談会は学生側の要求によっても開き得るゆえ、今後も大い

に活用して頂きたいとの要望をもって懇談会を終った。

　慎重に！積極的に！　藤岡同窓副会長語る
　大学復興会議について同窓会の諒解と支持を得るため、去る二十三日大林組に副会長藤岡忠

雄氏を訪れたが、同氏から大要左の如き談話があった。

「この度学生諸君が母校復興のため積極的な運動を起さうとして居られることは誠に結構なこ

とと思う、だが商大が世人から注視されている今日、その運動の方法については学校当局や同

窓会とも良く相談して、藪をつゝいて蛇を出すようなことにならぬよう慎重にやってもらいた

い。それについて同窓会として三つの点を指摘しておきたい。即ち先ず第一に学生諸君がこの

運動を線香花火的なものに終らせず、目的の完遂まで何年でも忍耐強くやること。第二に市民

大衆の支持を得ることもさることながら、特に市会議員の人達の支持を得る様努力すること。

第三に運動の方法はあくまで慎重に考え、学生諸君の熱意から猪突猛進的なことをやって却っ

て逆効果を生む様なことのないよう充分注意すること─以上の三点に留意して大いに積極的な

運動を展開する事を希望する」
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　教授会の意向尊重　七月三日学生大会　遂に設立を否決
　さきに六月六日の学生大会において、絶対多数の賛意によって正式に可決されて居った大学

復興会議の設立は、その後準備委員会等を組織して着々その実現を急いで居ったが、以上の如

き学校当局側の慎重なる態度と、飽くまでも健全にとの要望を容れて、今一度復興会議のあり

方について反省すべしとの声高まり、七月三日急拠再び学生大会を開催、審議が行なわれた。

　反対動議が極めて突然であったのと、問題が余りにも根本的な対立性を含んで居ったために、

学生大会は未曾有の活況を呈し、活発な意見の交換は午前十時より午後六時に至るまで前後八

時間に及んだ。

　結局現在における学園の内外の情勢を顧慮して、学生自身の組織による対外交渉は一応打切

るべしとの意見に傾き、採決の結果、僅少の投票差で遂に以上の如く決定された。

　学生は飽くまで教授会の意向を尊重し、大学復興は今後学校当局並びに同窓会の運動を通じ

て強力に推進することとせられ、これに学園復興の熱意はその具体的方向を変換するに至った。

本学においてかかる動議の可決せられたことは確かに注目さるべき新傾向であり、時代の世論

の一片鱗とも見られるが、ここに一頓挫を来た学生の運動が今後如何なる方向に、如何なる形

態を採って新発足するかは注目せられている。

　

　学園の内外に訴う　真理探求の名において　準備委員会趣意を表明す
　我々は学問の復興が、祖国再建に必須の一方途たるを確信し、我々の自身の発展を通じて祖

国発展の一翼たらんと決意し、こゝに関係各方面の熱烈なる同情と後援とを期待して学園復興

の運動を展開する。我々は、母校六十年の光輝ある歴史と、伝統とにかけて、学内相互の全き

理解と協同とを切望し、全学の総力を結集して、即時強力且適切なる運動の展開を要請するも

のである。

　母校はその地位と歴史とにふさわしき栄誉をもって遇せられねばならない。大学が現在にお

いて有する至高の任務に鑑みて、研学のために必要なる最少限度の条件は、如何なる犠牲を払っ

ても充足されねばならない。われわれはわれわれの要求が、大学々生たる者の正当かつ当然な

る権利であり、文化荷担者たる者の至高の義務であることを確信する。

　学園において最も尊ばるべきは真理への意志であり、研学の精神であること、もとより我々

の熟知するところである。殊に祖国が経済的に危機に直面してゐる時において、我々の要求が

徒に輪換の秋、施設の秀をのみ追ふ者とされるかも知れない。然し多少とも本学の現状を、知

る人ならば我々が大学と呼び得るだけの設備を最低の欲求として求むる心を不当とはいひ得な

いであらうと確信する。

　杉本町校舎は我々にとって、今なほ醒めやらぬ夢である。しかしその偉容を以てしても我々

は尚古瓶に新酒を盛る可からざるの嘆を発する日の近きを痛感していた。発展して止まざる大

学こそ、我々の理想であり、生命である。終戦以来現在に至る迄我々は橈ゆまざる苦闘を続け

て来た、その間行過ぎもあり、失敗も犯したかも知れぬ。しかし我々は最善を尽したので
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あり、現在、全国何れの大学に比せられるとも遜色なきを公言するに憚らない。新
らしき酒は尚、日夜を分たず醸されつゝある、この余りにも小さき瓶に満ち溢れてその

容るゝに足らざるを嘆いているのである。　

　児童用の机に屈曲し、猫額大の運動場に僅かに青春の鬱を散ずるは、なおよしとせよ、教室

の狭隘に聴講を阻まれ、ゼミナールに空部屋を求めて校内をさまようを見よ、さらに机もなく、

椅子すらもなき研究室を訪い見よ、我々はかゝる施設に満足することは、学徒たる者の怠慢で

あると切言する。我々は環境の改善に空しく手を束ねていたのではない。厖大なる紙片の集積

と化し去った蔵書に対しても教職員学生を一体とする整備作業の結果、利用しうる部屋の総て

を書架をもって埋め尽くした。　

　しかも分類し得たるもの僅かに一万余冊、福田文庫、ゾンバルト文庫、ローゼンベルグ文庫、

ルヨ・ブレンタノ文庫を含む、二十五万余冊は空しく山と積まれて、人類文化の至宝ともいう

べき貴重なる文化財が、紙魚に蝕まれ、破れ、散逸し行くがままに委ねられてゐるのである。

これらの書籍は人類共同の遺産であり、われわれは学究としてその保全の責を世界学界に対し

て負う所のものである。現状のまゝ放置するならば我々は再び人類の文化に対する反逆の罪を

問われねばならないであろう。我々は大学の復興が、単に我々のみの問題ではなく、文化国家

としての再建を目指す日本国民共通の問題であり、大大阪市民の名誉に関する大事なるを確信

して援助を切望するのである。

　もとより現在における祖国の窮乏に対しては、経済学徒たる我々の何人にも増して憂慮する

所である。われわれは計画の合理性に関しては十分の成算をもって、各方面の検討に応じ得る

ことを自負している。その成果に比し、要す可き費用は極めて僅少であろう。われわれはこの

点、大学の現状と使命に対する一般の理解を要望して止まない

　文化国家建設の声は高い。しかもその声に反して復興の遅るゝ事、教育方面より
甚だしきはないであろう。形式的には画期的な改革がなされたが、内容の充実は遅々とし

て進まない。大学は自力により復興運動を推進せねばならない。現在に於て内容及設備を充実

する事之亦当面の急務である。

　我々は是に復興会議を設け、全学生の意志を反映し、学校当局並びに同窓会に協力して大学

の精神的物質的復興に邁進し度いと思う。我々学生は直ちに学校当局及び同窓会の努力に歩調

を合せ得る様心身の準備を必要とする。

　現在学校及学生に対し抱かれている偏見が学生の真意の理解されることにより、此の運動を

契機として氷解せむことを希望して止まぬ。学内にすら存する誤解が解消し、真に強固なる統

一を完成して学園の発展に邁進するの日を切望して止まない。

　総てを真理と自由との名に於て我等の大学復興の真意をなべて文化を愛好する
人々に訴える。　　　　　　　　　　　　大阪商科大学復興会議準備委員会
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　論説　大学復興運動について
　大学復興会議は相当難航を続けている模様である。本学々生にとってこの運動はかつての民

主化運動にも比肩する重要性を有し、種々の点で画期的なものとなるであろう。全国にさきが

けて学内の民主化に成功し、其後順調かつ活発なる展開を続けて来た学生運動が始めて遭遇し

た試金石であり、これの克服如何は学生運動の今後に甚大なる影響をおよぼすであろう　われ

われは復興運動の今後の発展を通じて、学生運動の方向に新生面の開拓せられんことを期待し

て止まない。

　この運動がたとえ学生のイニシアチブによって起されたにせよ、単なる学生のみの運動に

よっては充分なる成果を収め得るものではなく、全学の強力なる結集を必須の条件とするもの

であることは学生側も充分認識してをり、学校当局もそれが学生のイニシアチブにより起され

たとの理由によって拒絶する程の偏見を持つものとは考え難い。

　準備委員を通じて聞くところによれば、学長は

　（１）これについての学生諸君の趣旨は了解もしまたその熱意も認めるが、復興会議の形で

学生が運動することは誤解を招く虞れが多く、かつ危険であるように考える。

　（２）復興会議の設置は、運営協議会の一変形として学生の学校行政への干渉が為されるお

それがある。

　（３）学校当局においてこの問題については種々の計画を為しつゝあり、学生としてはかゝ

る問題に与る事なく一意学業に専念せられたい。

等の理由を挙げて復興会議の設置に反対して居られるようであるが、第二の理由については、

学長の杞憂にすぎぬことは学生側も全然かかる意志を有しないことを言明していることでも明

らかであり、第三の理由については学生大会において慎重討議の上決定されたものであり、わ

れわれはむしろかかる運動に参加しないことこそ学生側の怠慢であると考える。

　況や学生の自主性を否定し環境えの隷属を要求するものなりとすれば、全国に先駆けて学園

の民主化を断行せる学長にしてなおこの言ありやと疑はざるを得ない。以上の二点は問題外と

しても、第一の理由については学生側も充分反省し、今後の行動に於て慎重を期せねばならぬ

であらう。現在までの学生運動に於ては、目的の達成に急なる余り理論的純粋性をのみ主張し

て、実践的行動に於て、時に過激であるとの印象を世人に与えた事は否めない、祖国の複雑な

る現状を認識して充分の反省がなされねばならないであらう。

　然し以上の反省と復興運動そのものとは区別されねばならず、反省は必要であってもその反

省の故に因循に陥る事があってはならない。

　学生側に於て学長の議長就任を要請し、同窓会其他より顧問を迎へんとしてゐる事は、学生

の一方的な行動に陥る事を警戒してゐるものと考へられる。準備委員が同窓会委員を訪問した

報告によれば、先輩が充分の理解と同情とをもたれ、懇切なる激励と指導とを与えられ、個人

的に積極的援助を約されたとの事であり、その御厚情に対しては感謝に耐えない。

　二十六日の教授学生両者の懇談会に於ては学長並びに学校当局の意志が表明せられ、こえて
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七月三日の学生大会において学校側の意向に基き、この運動の在り方についてはげしい討議が

行われたが、その結果叙上の点に関して学生側は一歩後退、学校側の趣旨をふくみ学校側を主

体とした形で挙学一致この運動を展開することになったのであるが、我々は此の運動が学園に

学び、真理を愛好するものゝ至高の義務である事を確信する。かつまたこの運動は単なる学生

だけの力によって成就するものでもなければ、事務的な口先だけの交渉で成功するものでもな

い。一時を糊塗すればさらに大なる困難が踵を接して現われるであろう。全学の緊密なる団結

をもってしなければその達成は絶対に望み得ない。しかも道の阻しくして遠きを思わしめるに

対し、新学制の実施を間近に控えて学園の危機は刻々に急迫している。現在の設備をもってし

てはすでに遥かに飽和状態を越へて居り、我々の大学が地方の一カレッヂの列に堕し去るか、

将来の大飛躍への基盤を確立し得るか一にかかってこの運動の成否にある。

　全学が相互に深き理解の上に立って、強固なる団結の下にこの運動を展開されることが期待

されるとともに、同じような境遇におかれている他の諸校とも緊密な連携を保ち、全大阪的な

さらには全国的な学園復興の運動へと発展し、そのことは同時に、文化国家としての祖国再建

のための教育民主化運動に結びつけられるものであることを認識して、積極的に運動の推進さ

れんことを望んで止まない。

　

◦第 14 号（昭和 23 年 5 月 15 日）

　高商部校舎移転す
　小学校の机と椅子それに加えてボロ校舎に市電保線課と同居していた高商部は五月初旬元明

治小学校へ移転したが、玆でもまた市岡商業高等学校と同居する事となった。進駐軍に校舎を

接収されて以来、学部・予科をも含めて校舎問題は種々論議されたが、この移転を機として再

び校舎問題が大きく学生間の話題となるだろう。

◦第 17 号（昭和 23 年 10 月 15 日）

　授業料不払態勢の堅持　学部学生大会
　芦田内閣の瓦解、校内政治運動に対する文部省の見解通牒等多くの新事態の続出せる折柄、

各方向より注目せられていた学部学生大会は十月十八日午前十時より学部講堂において開催せ

られた。学資乃至家計のためにアルバイトを持つ学生の本学において占める比率は多く、この

大会においても出席学生は二百名を出でなかったが、緊迫せる政治状勢を反映して討論は活発

に展開され、新制大学案に対する態度、学生委員会改選に関する問題、秋期運動会開催に関す

る提案、最後に授業料不払い態勢の堅持等多くの問題を審議、午後二時五十分散会した。

　新制総長に恒藤氏を　校舎返還運動も再燃
　大会に先立って学校当局より藤田、富永両教授、森下庶務課長からそれぞれ市立新制総合大

学案についてその設置準備の経過、内容、校舎予算等を説明され、少憩の後直ちにその審議に

入った。五月二十日の三部科合同学生大会に於いて再確認せられた学生側基本線、四学部設置、
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本学単独昇格の実現は現下の状勢では一応再検討を要する処であり、更に学校当局の市側綜合

大学案への協議が既に学生委員会の承認の上で為されたものたる以上、その撤回を確認すべき

であり、綜合大学の中に生れるべき三学部の内容を充実せしむることによって前決議の趣旨を

生かすべきであるとの意見が支配的となり満場一致で可決。総長には恒藤現学長を支持するこ

と、運動場校舎問題等については再び杉本町校舎返還陳情等積極的運動を展開することを決議

委員附託となった（後略）。

◦第 18 号（昭和 23 年 11 月 15 日）

　学部学生大会　大学法案─国会に上程されれば　無期限スト決議
　十一月十八日の学部学生大会は、国際状勢の急速なる発展と、微妙なる政界の空気に対して

民主陣営の動きが漸く活発化しつつある折柄、学生運動の意義と方向を示すものとして各方面

からの多大の注目の中に開催された。（中略）

　午後に至り新制大学設置に関するその後の進展について委員より報告、当面の問題として市

立女専の附属女子大審査の失格についての生活学部設備案、具体的人事の問題、杉本町校舎返

還運動促進の問題が採り上げられたが、生活学部案については、尚具体的内容の検討を要する

ものとし現在の段階では学生大会としてその設置に反対であるとの意見が過半数を占め議決さ

れた。第二の人事の問題では文学部を中心として具体的に教授が指摘されたが尚詳細なる調査

を学生委員会に委嘱することゝなった。最後に杉本町校舎返還の要求は全学一丸となって急速

に広汎なる運動を展開せねばならぬとの結論を得、その準備を委員会に一任した（後略）。

◦第 19 号（昭和 23 年 12 月 15 日）

　校舎への熱望熟す
　杉本町校舎の　返還要求貫徹へ　四者協議会

を設立

　杉本町校舎返還運動は去年八月以来、設備の

不足と図書館、研究所施設等の全くそなわらぬ

現在の商大校舎に学びつゝある学生の宿望であ

る。即ち学部予科と高商部は各地に散在して小

学校に同居、経済研究所は文化会館に、運動場

はなくゼミナールは空部屋を求めて教授、学生

がさまよい、ローゼンベルグ文庫、福田、河田

文庫を含む三十万冊の図書も小学校に高くちり

にまみれて放置されたまゝであると云う悪条件の中にあって苦闘する学生は、こゝに新制大学

問題に関連して杉本町校舎返還の運動の積極的な展開を見るに至った。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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　即ち、新制大学移行にともなう学校施設の充実、教育復興闘争の一環としての勉学条件の改

善が、新制大学問題討議の折に杉本町校舎返還運動として提出され、その具体的運動方針は学

生大会に於て学生委員会に一任する事を決議した。其後学部学生委員会ではこの問題を十一月

三十日の教授、学生懇談会に提出、その対策を協議し先づ具体的な方針として署名運動が取り

上げられた。併しこの運動は微妙な事情を含むものであるだけに先づ軍政部（4）の意向を打信
（ママ）

す

ることになり辻、小原両委員が終連（5）に派遣された。ついで同窓会、市側に密接な連けいをと

る必要ありとして十二月六日に四者協議会をひらくことになった。

　十二月六日の協議会は同窓会は連絡不充分、市側は多忙と称して出席せず、学生と教授会の

懇談会に終ったが、この運動は市側を含めるべきであるということに意見一致し市、同窓会を

含む対策委員会をつくり、署名運動を展開して当局に善処方を嘆願すること等をきめ、これら

の決定を三部科合同学生大会をひらいて討議の上強力に展開することになった。

　杉本町校舎返還運動を議題とする三部科合同学生大会は、十二月七日十一時より本学講堂に

於て行われ、約五百名が出席してその具体策について討議した。学部小原君よりここに至るま

での経過を報告し具体的な運動方法について討議に入った。

　署名運動具体化

　方法として先づ署名による輿論の支持が最も重要であるとして署名運動を展開することを決

定したが、この問題についての最高の責任は大阪市側にあるにも拘らず市の態度が消局
（ママ）

的であ

る。これを放置して署名運動のみを行うのは無意味であるから、先づ大阪市当局に対してこの

運動に積極的な援助を要求すべきであるとの意見に、論義が集中したが、大阪市に対しては教

授、学生の対策委員を以て交渉することになった。このことに関連して一日前の合同協議会の

招聘に、学生代表が行ったことに大阪市側が学生だけの交渉には応じられないという見解を示

したことに対して、これは学生自治運動に対する抑圧であり、今度の大学法による管理委員会

の性質を予示するものである。

　かゝる官僚的な高圧的態度を是正するためにも全学生挙げて対市交渉に当るべきである。教

育復興運動の一環としての校舎返還対策は、学問の自由が奪われても校舎さえ返ればよいとい

う様な目前の利益にとらわれてはならないし、それは全く無意味であると強調された。

　署名運動はその範囲について学校のみに限るか、或はひろく一般人の輿論に訴えるかについ

て論議されたが、結局、本学学生、教授、職員、同窓会及び市立大学に含まれる都島工専、市
───────────────────────────────────────────────
　（4）　 GHQ が沖縄を除く各都道府県に設置した機関。間接統治をたてまえとする GHQ が、経済、法律・

行政、公衆衛生、公共福祉、民間教育・情報などあらゆる方面に対してチェックと指導を行うために、
民事行政専門のスタッフで構成した。

　（5）　終戦連絡中央事務局（Central Liaison Office）の略称。外務省の外局として終戦直後の 1945 年 8
月下旬に設置された。GHQ が占領政策を実施するための指示を行う際に、日本側の窓口となった政
府機関。大阪を含む全国 14 箇所に地方事務局が置かれた。ただし、終戦連絡中央事務局は 1948 年 1
月末に廃止されているので、その後継機関として総理庁に設置された連絡調整事務局を指すものとも
考えられる。
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女専、大医大及び大〇
（ママ）

小学校のＰ・Ｔ・Ａに限定して行うことになり、具体的なことは対策委

員会に一任することになった（後略）。

　市当局の援助を要請　学生代表市長と会見

　杉本町校舎返還運動について、最高責任者である大阪市当局に対して強力な援助を要請する

ため、十二月十一日午後二時より予科、高商、学部代表約三十名は近藤大阪市長を訪れ、四十

分にわたって会談した。

　学生代表は学校の窮状を訴えて善処を要望し、このことについて署名運動を展開中であり、

この運動に要する費用の問題は現在の学生々活には支弁が困難である為、市予算より支出を要

求した。これに対して、市長は軍政部の誤解を招くものであると称して確答を避けた。しかし

この運動は全面的に同感であるから関係筋の交渉等には積極的に力を借
（ママ）

すことを約束した、な

お市長と会見後、代表は開会中の市会に田村議長を訪れて同趣旨のことを要請したが、市会と

してはこれを文教委員に託して支援するが運動費の予算編入には速答できないと答えた。
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