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◦第 1 号（昭和 24 年 4 月 25 日）

　四月末に　商大校舎を移転
　商大では新制大の発足に伴い、四月末に現在予科学部が使用している道仁小学校を出て明治

小学校（西区阿波南中通二丁目）に移転する。そのため厚生部、運動部等も同時に移転すべく

準備を進めているが、新聞部は市大新聞として発足したので移転しないことになった、なお明

治小学校の厚生部内に新聞部分室を置くよう交渉中である。

◦第 3 号（昭和 24 年６月 25 日）

　市大学生の不満爆発　商・経・法文学生大会開く
　市立大学（商・経・法・文）学生大会は六月十日午前十一時より市大講堂で開かれ

　（一）教室を増やし整備せよ

　（二）講堂に全員詰込んで授学さすことに反対

　（三）掲示の場所及び大きさ制限反対

　（四）自治活動の為の部室の獲得

　（五）教授内容の完全発表

　（六）校章の決定

等を決議、不備な悪条件に置かれた市大生の不満を爆発させ、学校当局及び市当局に決議文を

提出することになった。

◦第４号（昭和 24 年 8 月 25 日）

　杉本町校舎返還運動再燃か－慶應の喜びに刺戟されて－　
　旧小学校に仮住いすること四年、この間商大は本年四月道仁校より立売堀の明治校に移転し、

新制市立大学は道仁校で共にわびしい灰色授業を続けている。これまで度々占領下に在る杉本

町校舎返還を要請してきたが、最近同じ事情に在る慶應義塾の日吉校舎が返還され、来る十月

より晴れの本校舎に移ることとなった、このことを当新聞部速報で伝え聞いた商大学生に再び

本校舎返還要請の機運が高まっている。杉本町校舎接収と機を同じうして仮校舎住いを余儀な

くされた慶應義塾では、今まで五回にわたり学生の手で署名運動が行われ、学校側からも常に

要請を行ってきたが、昨年四月元第八軍司令官アイケルバーカー中将より、返還拒否の正式回

≪史料 5 ≫
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答があり、絶望視されていた所、本年一月、塾長清岡教授、平松渉外部長を伴いマッカーサー

元帥に直接懇請に赴き、更に第八軍司令官ウォーカー中将に陳情書を呈出する等活発な活動を

行い、ついに十月一日より使用許可の通知をうけたものである。

　稲垣商大学生副委員長談

「慶應の日吉校舎が返還されたのは塾長らが先頭に立って動いたことが大きな原因だと思う。

大学で校舎の接収は全国で残るところ商大のみだ。この問題を学生委員会で取上げ教職員にも

働きかけて、休暇明けから活発な返還運動を行いたい」

　なおこれについて市当局の柏原教育課長は、八月二十六日本紙記者に対して次のように語っ

た。

「杉本町の校舎返還は当局としても大いに望んでいる。この問題については私も先日来市長、

助役にも話しをしている。私も東京え人を派遣して返還の経緯を調べようと思っている」

［４面］

　ルポルタージュ　大阪商大経済研究所　　
　西日がその黄色い光を空襲の煤煙と塵埃でよごれた窓ガラスに投げかけている道仁校（市立

大学）の校舎の一隅、これが商大経済研究所である。焼跡に生い茂る夏草の間に、ぽつんぽつ

んと建てられてきた真新しい瓦をふきつけた熱風が、西日と共に一心に細かい文字に喰いつく

研究者たちの顔にふきつけ額に汗をにじませる、三階の西の二つの教室と階段の上り口の一坪

ほどの部屋を與へられて、はみ出した図書が荒なわでくゝられたまゝ廊下にうず高く積まれて

いる─これが商大経済研究所である。

　放浪の旅　雨のはげしく降る日忽忙のうちに杉本町の瀟洒な建物をはなれて附近の「友の

家」にうつり、ついで、亡國調のメロディーと騒音のごったがえす難波の「文化会館」に引越

し、三年あまりの中に移轉する事この四月で三回目という。「そのたびに設備や備品はいたみ、
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書物は破損したり紛失したりし、しかも安定した自分の建物を持っていないことがすべてをお

ちつかせないのです」といわれるとおり、これが堂々たる商大の経済研究所かと疑われるばか

りの荒れはてた姿である。

　研究室をのぞいてみよう。

　今年やっと新予算でととのえられたという真新らしい衝立と机が八つ、うすぎたない室の中

に不調和なまでに並べられている。そして廊下側の一隅、ほとんどこわれかかった書架に、何

べんとなくトラックで放浪させられたのであろう、日にやけて黄色じみ、角が反れた書物がぎっ

しりと無秩序におしこめられている。大雨には雨漏りがする、といわれるとおり、埃でうすぐ

ろい天井に地図状のあとがひろがっており、その廊下は敬遠されて何もおかれてない。

「具体的な研究は資料が一應ととのえられていないと殆んどできませんが、図書館はご承知の

通りだし、ここの書物も御覧の通りです。しかも新らしい資料は二人で蒐集と整備を兼ねてい

る状態なので十分とはゆきません。研究所の荒廃の根本的な原因？それが何であるかは、先生

方や貴方がたが学校で勉強している中でよくおわかりでしょう。杉本町の立派な校舎に還れな

いため次から次えとすみかをかえて、研究にふさわしい環境がないことも一因でしょうが、もっ

と充実させて活発な仕事をしようにも、やはり窮屈な予算にしばられて思うように書物や備品

が購入出来ないし、もっと基本的には人員の拡充ができないと言うことです。」

　悪条件を克服して　研究室に足をふみ入れて訪問の趣をつたえると、めいめいの机から若い

研究員の方が集まって来られ、事務室の人もまじえて、研究所の窮状や事業を説明して戴く。

「たゞしこれは研究所全体の問題で、機構としての研究所をいかにフルに動かし、充実した研

究や調査活動をおこなってゆく上に、何が一番隘路となっているか、その本体は何かという物

質的な問題です。僕達はこんな困難な中でも精一杯やってきたつもりだし、どんな環境の中で

も研究所を守って立派に活動してゆくつもりでおりますがね。実際、ほかの学校へ行って、静

かな研究室をのぞいたときうらやましくもなりますが、よどんだアカデミズムの空気をぶち

破って若い気魄で悪条件を克服してゆくんだと思うと、生き甲斐を感じます。」

　伝統の経済辞典　しかつめらしい学者、というよりも、親しみ先とを以て先輩ともよびたい

ような若々しい明るい空気─そしてこの中に「この悪条件を克服しても……」というかぎりな

い学問への情熱が溢れるように感じられて頼もしい。「事業は」ときけば、終戦後、メリヤス

やガラスなどの中小工業の調査、また刊行物としては「経済学雑誌」や「所報」が五輯、「社

会科学文献解説」が四輯と定期的に刊行されているという。いま、一年あまり前から計画し着

手している「経済学小辞典」の編纂の最中とのこと。曾て岩波書店から発行された「経済学大

辞典」（全七巻）が大阪商大経済研究所の名を日本の学界に一躍とどろかしたが、こんどはい

ろいろの出版事情からそれ程大部なものは出せず、小辞典のかたちで、学外からも山田盛太郎、

宇野弘蔵、杉本栄一、豊崎稔、古林喜楽、堀江邑一の諸先生を編纂委員に加えて始められてい

る。すでに二百名あまりの人々に執筆して貰った約八百項目、一万枚余の原稿もいまは九分通

り集まって、目下、印刷所にまわすため、整理の最中とのこと、早速、その部屋を訪れてみる。
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　あゆみ　一番南端の二面窓の明るい小さな部屋。西と南から夏の風を受けて、若い女の人が

三人、原稿の整理をしている。経済理論、学史、日本経済史、などと、それぞれの項目によって、

分類され、研究員や編集担当者を含めて、有機的に編輯業務をすゝめられているとのことであ

るが、すでにそろった原稿の中にも、商大の諸教授のほかに、平野義太郎、髙橋幸八郎、中山

伊知郎、宮川実、山田勝次郎、藤間生大、風早八十二、大塚久雄、服部英太郎、安井琢磨など

と著名な人々の名もみえて、これちゃスバラシイ辞典ができるだろうなあと思う。「これから

様式を統一して岩波書店にわたし、さあ、発行は来年の春ごろになるでしょうかね。辞典です

から他の単行本の様に簡単には行きません。多くの人の厖大な原稿を何回も読み返えして、整

理統一して、辞典としての体裁を整えてからでないと印刷所へ廻せないし、更にあとでまた索

引をつくってゆくので、実際、大仕事でしてね……」

　来客が見えたとのこと ─ 編集室を出てみれば、それは、調査をやっている学生であって、

となりの部屋の一隅で、いまおこなわれている泉州の織物業の調査の相談がすゝめられる。

　「研究員はいま八人で、吉田さんと川合さんが助教授に、白井さんが助手になって学部へゆき、

いま兼任というかたちで、ともかく編集、資料、庶務一切を合せても二十人そこそこでしょう。

　それでも十二分の仕事はやっているつもりですが今度市大学への移管を機会に、機構をもっ

と拡充して、立派なものにしてゆくつもりでいるのです。」

　大学が職能教育のようなへんなものになる危険のあるとき、本当の学問の創造の母胎は研究

所にあるのではなかろうか、しかも「経済学大辞典」をはじめ「文献大鑑」「世界経済年表」

など立派な業績をのこしてきた大阪商大経済研究所の伝統。

　「この伝統の上に、どんな悪条件もはねのけて、機構の拡充と業績の遂行に努力しようとみ

んな張りきっています。そのプランも略々できております」

　復興への道　大和川のほとりの松風が快よく通りすぎてゆく校舎をはなれてもう四年近く、

都心の埃っぽいところにたっている焼ビルのような建物、こわれた窓と窓ガラス、雨漏りする

天井、生命となる書物や資料の利用不能、研究活動や調査活動を充分になしうるための予算は

じめ物質的基礎の欠如─日本の教育と研究機関の荒廃を、この研究所の姿は十二分に物語って

いるであろう。しかも、この真実の原因は、われわれ学生をも、また全日本人民をしいたげ、

苦しめ、学問に対する一片の理解もないのに拘らず「教授グループ」にたえず執着をみせ、文

学といえば漱石のほかは「銭形平次」をたのしむやからに、その一切の端を発していることを

考えるとき、この研究所をまもり、かがやかしい伝統を将来への栄ある発展に育ててゆく真実

の力は、たえず若々しい雰囲気と学問への情熱で研究し活動しておられる研究所の諸先輩とと

もに、われわれ学生にもその大きな責任のあることを思う。

　研究所を辞して階段を下りつゝその荒廃した姿を屈たくなく前方をみつめて張り切っておら

れる若々しい空気とが、心の中で何となく調和しないままにやがてその明るい将来に向ってす

べてが統一せられ、真実の学問が生き生きと創造されてゆくであろう期待が仄かにだが力強く

胸の中を去来した……
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◦第 5 号（昭和 24 年 10 月 25 日）

　校舎着々整備さる
　図書館の未整理、教室数の不足、研究室の不備等、施設の点から見て極めて不完全であった

大阪市立大学の発足も、その後着々整備が進み、来春より旧制商大及び二十六年度より開講さ

れる新制文科系シニヤーコースは、靱校舎─現在設計を完了し近々改造に着手の予定─へ、明

治校舎は図書館並びに研究室に、ジュニヤーコースは道仁校舎の地下室をまって約五校舎教室

の増加をもつ予定である。更に改修中の医大へは理工学部が、医大は桃山病院に移転、来春よ

りは面目を一新した大阪市立大学が発足出来よう。

　商大図書館整備始る
　杉本町校舎接収によって市内各校に分散して置かれていた商大の図書整理が始まり学生を喜

ばせている。今回の整理には商大、市大の学生がアルバイトとして五十人余りが協力している

が、三十万冊に上る図書なので六ヶ月以上も要するものと見られている。

　商大又も移転か
　商大校舎が又も移転しようとしており学生をうんざりさせている、移転先は信濃橋の靱（ウ

ツボ）校で時期は来月
（ママ）

の二月頃になるのではないかと見られる、市当局では現明治小学校校舎

を図書館、研究室としたい意向のようで「現在空襲で焼けた靱校舎を改造する費用は充分用意

している」といっている、なおもし移転が行われゝば商大は杉本町校舎接収以来三度目である。

 
商大　　　　崩壊寸前の運動部　予算僅に千円

　商大の杉本町校舎接収によって運動場、運動施設を失った学友会各運動部は練習場を求めて

四散しているが、更に近ごろの学生々活の窮乏と金づまりとが相俟って、まさに崩壊せんとし

ている。

　即ち庭球、野球、ホッケー、サッカー、ラグビー、卓球、水泳、山嶽、空手道の各部はこの

程学生委員会の会計委員会から、夫々予算として今年度始めて千円づゝ交付されたが、今年度

はこれ以上望めないものと見られる。学生委員会は今年度の学生会費として、学生一人当り半

期分として二百円づゝ六月から徴集を行っているが、在籍学生数の三分の二以上が未拂のため

この結果となったものである、そのため各部はいずれも先輩に寄附を求めるなど資金集めに苦

慮しているがこれにも限界があり、部活動は漸次低調となってきている、野球部について見る

と現在同部は桜宮公園運動場を借りて練習を行っているが、先づこの借代だけで一日三百円取

られ、ユニフォーム、バット、グローブ等は全部個人負担となっている、現在では全然練習を

行っておらず試合用のボールが一ダース大事にとってあり、ピッチングの練習の時にだけ使い、

練習用のボールは一つもないといった惨めさである、去る八月末東京で三商大が行われたが旅
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費は全部個人負担であった。学友会費から交附された千円のことについて同部長八木廣君は「焼

石に水ともいえない」と嘆いている、庭球部（軟式）についても資金難は同様に深刻で、こゝ

では二十六人の部員から部費としてそれぞれ三十円徴集しているが、一ケ月ボール代で三千円、

コート借代で千二百円かゝり、とても部員だけでやって行けず同部先輩が組織する「烏丘クラ

ブ」から現在三万円ほど借りている、八日の三商大戦に出場するため一人当り二千円ほどの旅

費は全部部員負担で行われた。

　運動場は作る計画　柏原大学教育課長談
　運動場がないため商大各運動部に設定要求が高まっているが、十月十三日大阪市大教育課長

柏原氏は次の様にいっている。

「運動場は現在市女専の前の空地を買ってつくりたいと思って交渉中であるが予算の点で行き

悩んでいる、去
（ママ）

市の運動場の借代については出来るだけ安くする様二三日前も係りの課と交渉

している。」

　

　杉本町校舎返還絶望か
　既報、旧制商大杉本町校舎返還運動に就いて柏原大学教育課長は次の様に語った。

「校舎返還に就いては、私は機会あるごとに関係方面と折衝しているが慶應の場合（日吉台校舎）

とは全く事情が異る為、殆ど見込みはないだろう、慶應の校舎は占領軍の通信学校に使われて

いたので明け渡しも容易であったわけだ。」

◦第 8 号（昭和 25 年 4 月 5 日）

商大校舎またも移転　五月
　杉本町の返還運動起るか

　商大（明治仮校舎）は又々移転する、昭和二十年九月、進駐軍による杉本町校舎接収により

学部予科は南区の道仁校、高商部は桜川の浪華校へ分散され窓ガラス、等無いづくしの授業を

続けている中、昨年五月新制大学の発足に伴って旧制の学部予科高商は、現在の明治校に大與

量収容されたものである、この再々の移転に対し学生側では不満の声が挙り、これを契機に杉

本町校舎返還の運動が起るのではないかと見られている。

　尚、移転先の靱校舎の改築は、四月中に完成し、移転は五月初めになると教務課では語って

いる。

　狭い新校舎　靱校舎への移転に関し牧商大教務課長はおよそ次のように語った。

　今の所移転は来月初めになると聞いている、市当局でも相当の予算を繰入れているとのこと

だ、この明治校は将来図書館、研究所に使用する予定である、移転先の靱校舎は今の校舎より

狭いが部室を少くすれば講義に差支えないだろう、成べく早く移転した方がよい。

　蔵書三十万冊も放置　附属図書館　学校当局の話を綜合して今日までの経過を見ると、杉本

町校舎は戦時中、海軍に貸与されていたもので、これが進駐軍に軍事施設と看做され接収され
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たものである、当時全国でも有数の書籍類の移転は最も困難視され、二十四時間以内の移転の

ため整理もなされず、今なお大宝校の一隅に三十万余の蔵書が放置されている模様である、こ

の蔵書の整理は日々学生の手でなされているが校舎の都合で仮整理の程度であり、教授学生の

自由に何時でも希望書を調えるようにするには十年はかかるといはれている。従って学生もほ

とんど学校図書を利用することが出来ず、精々月刊雑誌の貸出程度で、あたら宝の山を前にし

て切歯扼腕している。

◦第 9 号（昭和 25 年 5 月 5 日）

　真理の殿堂をわれらに　21 回メーデー
　　全学をあげて参加　示す教育防衛の決意

　晴天にめぐまれた五月一日、第二十一回メーデーは内外から押し寄せる独占資本の重圧と働

く労働者を中心とする自由、独立、平和、公正講和獲得の闘争の中に花々しく展開された、こ

の日統一メーデーに全員参加を決議した大阪商大学部、高商部、市立大学有志学生を加えた約

六百名が、老躯をおしてかけつけた福井経済学部長、藤田商学部長、上林、岡本、宮上、村松

など諸教授を先登に「杉本町校舎の返還」「公正講和即時締結」「運動場をよこせ」「進歩的教

授追放反対」など、いろとりどりのプラカードをかかげて各労働組合、市民団体と合流して市

中をデモ行進、学問と教育の危機を守るためあらゆる民主的勢力と結合して闘う決意を誇らか

に示した。
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　杉本町校舎返還を　全市民に訴ふ
　商大、市大教職員、学生約五百名は、市大グランドに集結し、午前十時真田山に到着、大会

に参加した、約一万五千の労組、一般市民を前に、学生代表細川君が「校舎返還」を訴えれば、

賛同の声こだまし、学生の意気いやが上にも上った、十一時三十分真田山を出発、福井、藤田、

上林、岡本、小谷、森（信）宮上、吉田（正）諸教授を始め助手、副手、研究所員、事務員等

を先頭に、「真理の殿堂はわれらの手に」「杉本町校舎の返還」のプラカードを掲げ、全学挙げ

ての要望を各市民に訴えた。松屋町筋を北進し午後一時すぎ中之島に到着、流れ解散した。

　

　学生大会　授業料一、二〇〇円に値下げを決議　商大
　商大学部では四月二十五日十一時より学生大会を開き、杉本町校舎返還運動の決議をはじ

め（一）メーデーに全員参加（一）校舎返還運動委員会の設置（一）運動部、文化部への予算

百万円を市当局へ要求（一）国際公法（学長）政治学（上林）ソヴエト経済（岡本）ロシア語、

アメリカ経済、日本歴史、自然科学、国際私法の八講義の増設要求（一）同講座名でも教授別

によって単位がとれるよう要求（一）栗原商大講師の市大教授の辞令促進と小松教授（神大）

並びに相沢教授（山口経専）の未申請に対する各校教授会への抗議（一）授業料一二〇〇円ま

での値下げと減免、育英資金制度の拡大など、活発な討議を重ね全項目が決議された、なお同

大会において学生委員会は正式改選が確認され、直ちに選挙管理委員会へ移行した。

　返還運動へ─全学挙げて結集

　学生大会の決議により、各文化部運動部より成る返還運動委員会は大会終了後、大阪市会議

長に面会、決議書を朗読、返還促進を要請した、翌二十六日には市大事務局長に百万円予算の

要請をなすと共に二十八日市大教授会へも夫々申入れ、特に恒藤学長はじめ教職員と学生との

連携の要請などに活発な運動を開始した。

陸上競技部の小西君談「運動場道路創設のため掘返されているので、練習も出来ない、今まで

運動部単独に運動場の設置を要求していたので何ら成功していない、結局杉本町さへ返しても

らへば問題ないわけで、これは全学生が欲していることだ、教職員をはじめ全学あげて返還運

動を行い、なお街頭へ出て署名運動などやって徹底的に要望するつもりだ。」

　市大生も同調す　全学生、決議採択
　商・経・法文学生大会は二十七日午後〇時三十分より約三百名の出席のもとに行なわれた。

　まず議長に中谷君（経二）を選出、杉本町校舎返還の件について議長から「現市大校舎は教

室も不足して授業に支障を来すから是非杉本町校舎返還運動を起すべきだ」と議題説明があっ

た、つゞいて社会科学研究部、弁論部などから「全学のもりあがる力としてこの運動を支持し

よう」との激励ののち、商大学生大会からの「市大学生諸君に与う」のメッセージ朗読「我々

は学問の自由の確保のために校舎返還運動を起すことになった、市大学生も我々の意を体して

全学あげてこの運動を支持してほしい」と激励した。

　つゞいて議長より商大プランとして（一）マッカーサー元帥、シーボルト議長、テレヴイア
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ンコ中将に懇請状を出すこと（二）大阪市会へメッセージを送りこの運動の支持をうけること

（三）統一メーデーに参加、労働市民への申し入れをすること、を提案、一、二は全会一致で

可決されたが、三、に至っては議場緊張、賛否両論が斗わされたが二〇四対六十二で否決され

た、メーデー参加のかわりとして、返還運動実行委員会を結成して、一、二の対策を実行する

ことに絶対多数で賛成、第一議題の審議をうちきり、第二議題、自治会々則審議の件に移った

が、第三、第四議題たる学生委員選挙の件、記念祭についての件を残したまゝ午後四時十分閉

会した。

　論説　杉本町校舎の返還を占領軍当局に懇願する
　日本があのファシズムの魔手から解放されてこゝに五度の春を迎えました。学問、研究の自

由はすでに憲法によって確保され、われわれの学生生活は敗戦による生産力の喪失と『日本経

済自立』達成の再建方式によって国難をきわめているとはいえ、われわれは自由に学び自由に

語りかつ討議し、民主々義国家の一員たるべく日夜研さんすることが出来ることに光栄ある使

命を見出しているものであります。

　われわれはこの自由を最高度に駆使し、これを学問のあらゆる分野に押し拡げ、もって国家

と人類の平和と繁栄に貢献することに、われわれの社会的良心の満足及び国家的民族的利益の

一益を見出すのであります。

　しかしわが大阪商科大学及び昨年四月新学制によって生まれた大阪市立大学の現状は、実に

かゝる民主々義的『自由』のみでは解決し得ぬ幾多の困難な外部的、物質的事情が存在のため

に、われわれの勉学や各種の学生文化、運動活動が極度に制約を受けています。

　われわれはかゝる状態の中において、常に思慮と絶望を身にしみて感ぜざるを得ません。

　顧れば一九四五年十月、杉本町の商大校舎が不幸にも戦時中一部日本海軍の使用に供せられ

ていたが故に軍事施設として接収されてすでに五年、その間商大学生は道仁小学校、明治小学

校等常に温る暇もなく移転を続け、三十万冊に上る貴重な図書が未整理のまゝに未だに放置さ

れています。そればかりか更に今年の五月またも移転が予定されているなど、われわれは『流

亡の旅』を続けているのであります。

　われわれはこの事を民主々義文明の審判者である占領軍当局に切なる希望をそえて訴えたい

のであります。

　ゼミナールの空室を求めて教授学生が本を抱えてさまよい、雑音と道路普しんの鎚音が絶え

ず耳にひゞいてくる此環境の下において、学問的意欲の充実は求めて得られざること誰の目に

も明らかであります。

　杉本町の校舎への復帰はわれわれの年来の宿願であり、これが同時に戦争放棄、文化立国を

宣言した日本国民の希望でもあることをつけ加えたいのであります。

　焼ビルのような建物、雨漏りする天井、運動場のない学校、この中でわれわれは絶えず叫び

続けているのであります。『杉本町へ！』これが全学生のいつわらざる真情であります。われ
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われはこの切望が一日でも早く実現し得るよう、重ねて占領軍当局の善処を要望するものであ

ります。

　新自治会に望む
　「学生の自治は学生の手に」委任されてから五星霜、学園の民主化に献身してきた自治会も

新学期と共に役員の改選期となった。過日商大の学生大会で、自治会の怠慢が鋭く指摘された、

各幹事は今後の尽力を約したが、一般学生側が唯自治会のみに頼っているとすれば全く無責任

なことといわねばならない。学生生活の窮状によって高額の授業料にあえぎつゝ、アルバイト

学生をも就職戦線からしめ出され、いわば学生とは名ばかりで、労働にあえぐ失業者か半失業

者でしかない、自治会員も一般学生の生活の域を出る筈がない、我々学生はこのことを知って、

相互批判の上に立って、学生の権利であり義務である学生自治活動をなし、統一機関である自

治会を我々の手でより強固に守り立てゝゆかねばならない。お互に責任の転嫁は見苦しいもの

である、自治会員も又責任を明らかにする義務がある。商大を例にとることを許して頂きたい

が、学生大会に出席している委員は半数、委員会の出席も顔ぶれが決っている現状である。し

かも、昨年五月より約一年間に一度も不信任の声が起らず、一方自治運営資金である学生会費

ですら三分の一の徴収である、これは一概に金詰りの反映であるといえない、我々は権利を云々

する前に義務を履行しようではないか、新自治会員が改選されるが各自が委員の気持で、全学

生が自治会に結集しよう、新自治会員も学内世論の統一機関としての権利と義務との誠実な履

行を切望する次第である。

◦第 11 号（昭和 25 年７月５日）

　下駄箱、専用電話作れ　商大学生大会で決議
　六月二十九日午前十一時より開かれた商大学部学生大会は、平和週間、新学生委員挨拶をは

じめ、次の決議を行った。一、靱新校舎の講堂など未完成建築の第二期工事即時着工、一、学

生委員会室はじめ学生専用電話五本の設置、一、学内スピーカーの設置、一、授業料未納者へ

の処分撤廃、一、下駄箱、草履の設置、一、ゼミナール室の机、椅子などの購入、一、杉本町

校舎返還運動を推進するため返還要請文を占領軍当局に発送することなど決議採択され、午後

十二時半散会した。

　騒音防止に乗り出す
　学生部では道路の騒音のため授業に多大の支障を来たすとの法文商経学生の声を取り上げ、

本格的対策に乗り出す事になった。

　なお学生課長松井氏の話によれば、学生の手により一定時間に自動車トラックその他の速力・

通過数を測定しく
（ママ）

同時に授業に及ぼす影響を科学的に出し、そのデタ
（ママ）

ーをもって関係当局に申

しこむことになった。
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◦第 18・19 号（昭和 26 年 5 月 20 日）

　杉本町校舎返還なるか　文部省から事務局へ問合せ
　「杉本町学舎返還」について昨年五月、大学当局及び学生間において返還委員会を結成しそ

の運動を推進してきたが、文部省から五月二日付で事務局宛「大阪市立大学施設の接収状況の

照会について」問合せ文書が到着、今後の成り行きが注目されている。

　この照会文書は「大学施設の接収解除について協力したいから接収年月日、施設、接収後の

授業継続状況、不便、不都合等九項目について調書作成の上、図面を添えて五月七日までに提

出」するよう要請している。

　これに対して大学事務局では「接収後大阪市内に散在する元小学校施設を充用しているが、

これら校舎は何れも戦災により甚大な損壊をうけ、施設の不備不足は大学として到底満足な教

育を実施しえない、杉本町校舎が接収解除せられると教育上の不利は一掃せられるとゝもに新

制市立大学を合併することができるので、商科大学、市立大学兼任教授の授業上の便利、事務

遂行の円滑、便益をうることは明かである、今後の折衝においても大阪市外事課、同行政局な

らびに本学において、文部省当局の尽力に協力することにしたい」旨返答した、なお、これに

ついて同事務局では「提出期限が五月七日まで
（ママ）

あったので学生との密接な連絡が出来なかった

のは残念である」といっているが、商大学生委員菰淵君はつぎのように語った。

「杉本町校舎の返還は全学生の要望である、この重要な通達が学生に全く計られず、事務局の

一存で処理されたことは学園の自治を侵すものである、学生委員会としては事務局の民主化の

ために努力し同時に各部の協力のもとに学生の報告を文部省に提出する、この好機を生かして

学長、事務局長及び同窓会、学生が杉本町校舎返還に結集することを切望する。」

　第 22 回メーデー　歌声も高らかに　　
　　世界をつなげ花の輪に　教授も交え堂々の市中行進
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　メーデーの五月一日、市大、商大、阪大、女子大等約五百名の学生が、市大運動場で「再軍

備反対」「杉本町校舎の返還」等々のプラカードをかゝげて集合、松田学生課長、上林、平、硲、

各教授等を先頭に真田山グ
（ママ）

ラウドの北大阪地区メーデー大会に参加、途中、「世界をつなげ花

の輪に」など労働歌を高唱して松屋町筋を経て中之島公園までデモ行進を行い、流れ解散した、

なお多数の女子学生のデモ参加が人目を引いた。

◦第 20 号（昭和 26 年 6 月 19 日）

　　学生代表文部省へ陳情　CIE は返還
に傾く　杉本町校舎問題活発化
　本紙前月号ですでに報じた如く、杉本町校

舎について文部省から本学事務局に問合せが

あったが、五月三十一日本紙記者は、杉本町

校舎問題で文部省を訪れ天野文相と会見、翌

日は文部係官地引氏に会見し校舎問題に関し

て種々質問した、これらを機会に朝鮮動乱の

発生以後たち消えの形になっていた校舎返還

運動が学生委員会を中心に再び活発化する空

気がみえ、今後は全学的に発展していくもの

と思われる。

　

　五月三十一日文部大臣室で天野文相に会見した本紙記者は、さきに文部省から出された調査

照会の意図、及び文相としての方策について質問したが、局長に聞くべき問題だとして解答は

しなかった。

　翌一日記者は文部係官地引氏に会見、照会後の経過についてたゞした結果、占領政策で教育

施設は接収しないことになっているが、現在でも大阪商大、水産大、商船学校が未解除である、

また現在各地で警察予備隊への校舎接収の問題が起っているが、講和を控えて接収校舎が一応

政府へ返され、すぐ予備隊に使われるというケースもでている、小学校校舎で大学としての機

能が全く果せられないのはよく分っている、この調査の照会をするになったのは CIE（6）当局の

サゼッションがあったようにきいているが、文部省としても公文書において「大学施設の接収

解除について協力したいから」と言明している以上、できるだけ努力すると説明があった。

　なお校舎施設の不備による学生生活の困難について訴えたところ、学校側の報告書に具体的

な実状について質問しながら詳しくかき入れ、我々も努力すると言明した。

───────────────────────────────────────────────
　（6）　民間情報教育局（Civil Information and Educational Section）の略称。GHQ の下部組織のひとつで、

教育や宗教など文化政策を担当した。
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　同窓会も返還に尽力　総会で意見一致
　商大同窓会長塩崎喜八郎氏（日綿社長）は、杉本町校舎返還問題につき同窓会としても尽力

すると次の如く語った。

　「四月二十八日の総会においても校舎返還運動を行う事に意見が一致し返還陳情委員をきめ

た。六月五日上京したとき文部省の話によると民政部では同情しており、各関係当局に実状を

うったえるよう準備している、学生も慎重に運動してほしい。」

　学生代表　文部省へ陳情
　全学連大会参加のため上京した商大市大学生代表は、六月十八日、文部省を訪れ校舎返還問

題で天野文相に面会を求めたが会えず、施設部長田中氏と会見、現状を訴え返還運動に協力を

要望した、商大学生菰淵君は文部省の意向を次の如く語った、現状の困窮の具体的資料が必要

で、学校側の要請があれば視察員を派遣する。

　なお学生代表は日本育英会を訪れ、学生生活の困窮をうったえた。

　全学生が熱意を　学生委員会

　学生委員会でも六日の全学委員会の席上、新聞部からの説明や商大学委からの申入れによっ

て杉本町校舎問題について討論し、再び学長を先頭に全力あげて運動を開始すべきだと意見が

一致し、文部省の問合せ（既報）に対する事務局の回答が非常に不充分であり、我々の窮状を

学生自身の手で文部省へ訴えるべきだとして、まず全学生の杉本町校舎の返還運動に対する熱

意をもり上らせようと申し合せた。

　「事務局の回答は不備」飯田教授語る

　これについて飯田教授は「文部省文書に対する回答のうち図書館に関する回答が不充分だっ

たのは日数が無かったので無理もなかろうが、全く事務局が書類だけで調べたもので図書館の

実状を本当に伝えていないのは残念だ、近く学生委員会や教授会の代表が上京して、再度実状

を訴えることになるのではないかと思う」と語った。

　地元の声「早く帰って来て欲しい」
　また地元である南田辺の「ムラタ書店」主、村田新之助氏は「私が本屋をしているからと言

うのではなく、まじめな気持ちで学生さん達があの校舎で勉強して欲しいと思います、市内の

小学校を転々としているのは気の毒ですよ、この間も校舎返還の署名を二百票程取ってあげま

した、「商売の都」大阪に商大の様な学生さん、教授たちのおられるのは私たちの誇です、学

生さんはよろしいですな、商大事件で検挙された人達もかえされた時私の所へ寄りましたよ、

一日も早く帰ってあの学校で勉強して欲しいものです。」

　杉本町校舎返還を支持　第三回全学新大会
　第三回全学新（7）総会は五月廿九、三十日東大で全国学生新聞代表約八十名参加の下に行われ、

学生新聞の平和への価値を確認、更に各地に見られる学生新聞弾圧に屈せず、学生の民主的諸

権利及び擁護の本年度活動方針（塩浜委員長報告）を確認、当面の用紙統制撤廃による諸国
（ママ）

題

を協議、また本学松
（ママ）

本町校舎返還運動への協力が万
（ママ）

場一致採決された。
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　学長と一問一答　あらゆる方面から運動を
　六月十二日、本紙記者は恒藤学長と会見、杉本町の校舎問題、文相の大学整理に関する構想

への見解などについて右のような一問一答を行った。

「最近学生の間に再び杉本町校舎返還運動が起ろうとする空気があるが。」

「私もいつも心を悩ましている。しかしあらゆる方面からのたゆまざる努力が必要でそう簡単

に解決するものではない、CIE は前々から非常に同情しているが、あの校舎は CIE の管理下

にないので、現地軍の承諾がないことには政府といえどもなんともできないだろう、うちは市

の学校であるので市もいろいろと運動し、同窓会も動こうとしている、私も天野文相と会って

くわしく話しておいた。」

「天野文相は地方大学を整理するという話ですが ･･･」と

「あれは天野文相個人の考えであって決して独断できまるものではない。私は簡単にきめられ

るものではないと思う、もちろん本学は問題ではない、本年度中に大学院の申請もしようと思っ

ている。」

　

◦第 21 号（昭和 26 年 7 月 3 日）

　返還運動　実行委設置を決議　商大学生大会開かる
　六月二十八日、商大学部では本年度最初の学生大会が開かれ、杉本町校舎返還運動の具体策、

ベルリン・アピール（8）支持などが可決された。

　大会は議長に木村君を選出、一般報告の後、杉本町校舎返還運動の問題にうつり学生代表が

文部省におもむいた経過を説明、昨年度の運動の欠陥を克服して更に運動を発展させることを

決議、学生委員会を主体とし文化部、運動部の代表を加えた実行委員会をつくることになった。

　ベルリン・アピールは一名の態度保留があっただけで、圧倒的多数で支持を表明、野球大会

などの平和青年学生祭のスケジュールを決定した。

　更にレッド・パージ（9）反対を再確認し、山口大、相沢教授らの不当処置に抗議文をだした、

授業料問題、学生健康保険、育英資金、協組問題、学生会費、新聞購買料なども討議、可決さ

れたが、最後にこの大会に際して、学校側が時間を制限し学生大会を自由に開かせなかったこ

とは自治権の侵害であると抗議した。

　署名運動を展開　全学委の方針決まる
　学生代表の文部省への陳情を機会に、杉本町校舎返還運動は急速に具体化している。

　即ち六月二十七日開かれた市大全学学生委員会の席上でもこの問題が熱心に討議され、昨年

───────────────────────────────────────────────
　（7）　全日本学生新聞連盟の略称。1949 年に全国の学生新聞会が連盟して結成された組織。
　（8）　1951 年にベルリンで開催された世界平和協議会第一回総会で採択されたアピール。米英仏ソ中の

五大国間での平和協定締結を要求し、署名活動が呼びかけられた。
　（9）　朝鮮戦争による東西対立が鮮明となった 1950 年、GHQ の指示で官公庁や基幹産業から、多数の共

産党員やその支持者を罷免解雇した政策。
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四月から行った杉本町校舎返還運動が六万もの署名をとりながら失敗に終ったのは、運動を直

接に反帝斗争に結びつけたために学生から遊離したからであるとして、新しい返還運動は同窓

会、教授、地元と密接に協力して推進しようと決議され、学生大会を開くまでに強力な署名運

動とリフレットの配布、杉本町校舎の写真展、学生々活の困窮状態を再度文部省へ訴える、七

月七日に先輩、地元等の人々を招待して杉本町校舎をしのぶファイヤー・ストームを行うこと

等を決議した。

　その他ベルリン・アピールを強力に推進すること、学内条例に対して決議を行うこと、電力

料金値上げ反対、食堂を生活協同組合の直営にすること、等が決議された。

　学生大会　市大は二日
　六月二十七日に開かれた市大全学学生委員会では、杉本町校舎問題を中心に七月二日、各校

舎別に学生大会を開くことに決定した。

　廊下から聞く講義　満員の第八教室
　道仁校舎において学生は一定の講座に集中する傾向を取り、殊に医学（堀内氏）の講座にお

いては、学生は教室に入る事が出来ず、廊下より窓越しに聴講せねばならぬ状態であり、学生

間にも教務の無能をなじる憤懣の声が起っている、この現状について教務では「当方では人員

の多少によって講座を大教室、小教室、講堂と配分し、殊に多い講座は分割する等の事に頭を

なやましているが、何分手不足のため授講届の整理を連日行っているにも、かかわらず未だに

完了しない有様であって、二学期開始と共に教場の移動を行うつもりであり、それまで大きい

三つの教室にはマイクを設けている」と語った。

　

　論説　Ｔ君に寄す
　Ｔ君

　緑の構内にバスが走り、時計台の下を学生たちが逍遥している君の大学へ行った時は全く羨

ましかったが、先日「こゝですか」とわれわれのボロ校舎を初めてみた君の驚きの表情も忘れ

られぬ。全国でも有数の大学として、誇るべき教授陣と輝ける伝統をもつ大阪市立大学の校舎

がこうまでとは君も思わなかったのだろう。今日の雨で唯一の学生の休息所である地下室も停

電で洪水騒ぎだ。今ぬれた靴をひきずって帰った所なのだが、君たち、全国の学生諸君に・
（ママ）

の

みじめな実状と、杉本町校舎返還の要望がどれだけわれわれのギリギリのねがいかを訴えたい

衝動にかられたのだ。教室では椅子を教壇のそばまで並べ、廊下から首をつき出して講義をき

く風景が現出するし、オートバイ─大阪ではバタバタというのだが文字通りすさまじい音をた

てゝ通ると講義はその度に聞えぬ。靱校舎では横の飛行機がバタバタに代るだけだ。運動場の

ない運動部員の身にもなってみたまえ。体操の時間には三十分もかゝる家政までてくてく歩い

て行く。接収当時始皇帝も目をそむけそうな乱暴さでトラックにホウリあげられた図書は六年

後の今、まだ十分整理されていない。市内各所に散在する道仁・靱・図書館・理工・家政・医



（史料５）「大阪市大新聞」校舎返還運動関連記事の抜粋 101

大の各校舎をスクールバスもなしに往来せねばならぬのは教授にも、研究会や自治活動にとっ

ても大きな障害になっている。厚生施設、衛生施設などの不充分さも全く寒心にたえぬ。

　寝ころんで哲学的瞑想にふける芝生一つない。象徴の時計台などは思いも寄らぬ小学校々舎

では名実共に「象牙の塔」にはなり得ない。「学生の本分は勉強することにある」とお説教を

するだけで、おちついて勉強することができるために必死になっている杉本町校舎返還運動す

らすぐ「不純」よばわりする人々をみると、・
（ママ）

はその無責任さに実に腹がたつ、勿論このよう

な悪条件の中でも精彩ある研究はたゆまず続けられているが窮屈さと騒音から学問的雰囲気が

どれだけマイナスされていることか。Ｆ教授は毎日車窓から雄大な杉本町校舎の研究室のあた

りをみる度に断腸の思いだという。

　Ｔ君、去年の校舎返還署名運動では、われわれは六万票集めた、学生たちの熱望がこれだけ

のエネルギーを結集させたのだ。しかし運動の再燃にあたって去年の運動のあり方にいろんな

批判がでている。当局の干渉があったとはいうものゝ学長を先頭とした全学的な運動が竜頭尾
（ママ）

で消えかけたような印象は避けがたい、杉本町校舎返還運動をそのまゝ反帝平和運動と同一視

し、高度なスローガンを押しつけた引まわしがあったようだ。しかし勿論教育施設をいつまで

も返さない文化国家や、真理の殿堂に歩哨が立っている平和国家だから、われわれの直面する

ものはやっぱり平和とは切離せないもんだがね。

　Ｔ君、文部省の調査以来同窓会が熱心に動いてくれているのだが今度は巾の広い運動になっ

てほしいと思っている。七日には同窓会、教授、地もとの人も交えてファイァストームをやる

計画があるのだが「桜花らんまん月おぼろ」の逍遥歌や「ファイト」などのかけ声を思うと愉

快だ。こうした創意ある運動のかたちは巾の広いみんなのものになってこそはき出すものだと

思っている。アルバイトで疲れるせいか敗北的な無力感におそわれたような顔は、若いわれわ

れの間からパージしてしまいたいものだ。木は嵐の中でより強く大きくなるという言葉がある。

僕はこの言葉が好きだ。

　返還署名用紙を同封する。応援をよろしく頼む。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｋ生

◦第 22 号（昭和 26 年 9 月 12 日）

　校舎返還運動新段階へ　
　　本年中に見通しつくか　特別調達局へ陳情書
　福井経済学部長、岸本事務局長は、校舎返還問題で八月八日上京、四日にわたり各関係当局

に陳情の結果、今後の運動方針に多大の指針があたえられ、新段階に前進した模様で学長、各

学部長より成る校舎問題委員会は福井経済学部長を通じ、各関係当局の意向及び今後の見通し

につき次の様に語った。

　一、文部省は校舎返還の実際的力を持っておらず、単に協力するにとどまる

　二、CIE ルーミス氏は非常に同情的で今後協力を依頼

　三、杉本町校舎が、占領軍当局では旧日本軍隊の所有の如く考えられていた様で、これが大
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阪市の財産であることも認識してもらった、この点は返還問題のやや有利な条件の様に

思われる

　四、現在同校舎は病院に使用、早急に解決出来ないとしても朝鮮事変と多大の関係がある

　五、本大学の構想として市当局は現財政状態では新校舎は建設不能と考へ、校舎返還、また

その相当金額の国家補助が必要と考へて来た様で、同問題に積極的であること

　六、以上の関連のもと今後の運動は学校、市当局、同窓会が密接な協力のもとに現地軍に解

決点を見出さねばならない

　また校舎問題委員会は同問題を同窓会の協力のもと、現地に於て解決しなければならないと

約五千字にわたる校舎接収解除陳情書を、学長、中井大阪市長名義で八月二十九日特別調達局
（10）、外務省へ提出、最後決定は横浜第八軍司令部でなされる模様、可否決定は本年中になさ

れるものとみられる、陳情書概要左の通り。

　現在防衛軍が第二七九ゼネラルホスピタルとして接収使用中の大阪市立商科大学杉本町校舎

は、左の理由により可及的速に接収解除されるよう特別の配慮を御願いする。解除の理由とし

て、商科大学が七十年以
（ママ）

の歴史をもち卒業生九千人を越え、何れも実業界をはじめ各方面に活

動を続け社会への寄与大なること、同大学は今日大阪市大と発展したも大阪市が二百五十万円

のばく大な予算を以って昭和四年着工十年完成、戦時中軍の強請により大学の意に反し校舎の

半分を海兵団に貸さざるを得なかった、昭和二十年十月七日、米軍の進駐により校舎が接収さ

れ、其後大阪市内小学校々舎に分散移転した苦窮した事実を詳細に記述している。

　又現在大学の直面せる諸窮状として、校舎分散にともなう大学運営上の支障、現在使用校舎

は元来小学校の施設故、研究室、教室、図書室、運動場が不備不完全な点、市内帰住人口の増

加に伴い小学校側より大学使用の返還要求が次第に強くなりつゝある点、大学校舎の建設は大

阪市の財政では許されない点、市域内に静かな、広大な学校用地を獲得し得る場所が他にない

点、全国幾多の大学中本大学のみが本校舎を接収されている点をあげ、接収解除後の使用目的、

将来の計画として学部本館を商大及び市大商経文学部専門課程の校舎、事務局等、予科本館、

高商部本館は商経法文学部教養課程校舎、図書館、研究室、経済研究所など元来通り使用、将

来はこの杉本町の学園を中心とし、更に敷地を拡め諸施設を増設整備して総合大学に適わしい

規模のもとにする計画であるとされている、尚学生数及び教職員数が各学部別に記入、現大学

の散在を示す地図がふせられている。

　　同窓会　側面的運動に期待
　同問題に終始協力してきた同窓会は、潮崎会長（日綿会長）を中心とする校舎返還特別委員

会を開き、同会の立場より現在学生の窮状を記述した陳情書八通（英文）を学校当局と同調し

て、八月二十九日特別調達局、CIE などへ提出、今後関係当局に関係ある同窓生に積極的な

───────────────────────────────────────────────
（10）　特別調達庁の地方支分部局で、大阪を含む全国八カ所に設置された。特別調達庁は連合国の需要す

る建造物及び設備の営繕並びに物及び役務の調達、および連合国の需要を解除された建造物、設備及
び物の保管、返還及び処分を主要な任務として、1949 年に設置された組織。
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運動を依頼、同会側面的運動の展開が期待される。

　潮崎会長談　見通しについて何んともいえないが、同窓生で米国に永く居た人もいるし、関

係当局に精通している人達にもお願いし今後も側面的運動をつづけていく。

　当局の意向を打診
　　「直接交渉は現地軍へ」　実行委の動き活発
　七月十九日、林（E2）上松（E2）草鹿（E2）服部（S2）篠原（S2）高橋（L1）の六名が

学生代表として、休暇にはいるまでに集めた署名二万五千および返還要請文、各サークルの現

状を書いた報告書を持って上京、文部省を訪れ文部省管理局庶務課長福田氏等と会見、署名簿、

報告書を提出、現状を報告した。

　教育施設部長田中氏は、「文部省や CIE は君達の運動を側面的に援助するのであり直接的に

は先づ大阪市当局に話し、占領軍関係で接収財産問題を扱っている大阪特別調達局に交渉し、

それを通じて大阪占領軍司令部に交渉する事が第一である」と特別調達局に交渉する事を強調

した、そこで、商大学生委員会、文化・運動各部代表四名は、九月七日特別調達局を訪れ不動

産処理課調査係長と面会、校舎問題につき質問を行った結果を校舎返還実行委員会へ報告した、

その要旨左の通り。

　返還の見通しについては、現地軍は校舎を重要視しているようで、今までの返還可否は現地

軍の必要性の度合において考慮されていたから何んともいえない。学生の意向を現地軍につた

える事は特調では受付けず、直接現地軍（堺キャンプ）へ大阪市庁の外事課を同伴して行けば

話は順調に進むだろうと示唆された。

同委員会ではこの報告につき討議したが、今後の活動方針は一般学生の意向を聞いて決定する。

◦第 23 号（昭和 26 年 9 月 26 日）

　交渉団　堺キャンプへ
　十八日学生委員、各ゼミナール代表、FLD 初め各サークル代表の商大、市大生約五十名及

び硲教授松田学生課長は杉本町のキャンプ、サカイへ赴き、校舎返還要請を行った。

　交渉団は五名に限られたため、商大菰淵君はじめ三名と松田学生課長を選出し、交渉団は約

一時間にわたってコマディング、オフィサーと会談したが、キャンプ、サカイには責任はない

とのことで話がまとまらず交渉分れになった。

　市大本部で交渉報告会が持たれたが、教授学生職員が一丸となってが
（ママ）

積極的に運動を進めよ

うと意見一致し、一、返還の決定権をもつ機関を調べる　二、教授学生職員を含めた懇談会を

早急に持つこと　三、市長の協力を要求する、等を決定して散会した。
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◦第 26 号（昭和 26 年 11 月 30 日）

　「担保問題ありえない」　両局長答う
　杉本町校舎が地下鉄や水道とゝもに米国商社に担保として入れられるという話があるが、こ

れについて大阪市行政、財政両局長は、「大阪市が現在の財政難にかんがみ米国商社から金を

借り、市債を発行し、地下鉄や港湾からの収益の一部から返済するということがたまたま中井

市長渡米のときに出たにすぎない、とにかく収益事業でない大学を担保に入れるようなことは

ありえない、また外国から金を借りたゝめに政治的、経済的に発言権を許すようなことがあれ

ば断固排撃する」と語り、担保問題を否定した。これに対して学生委員会側では両局長の話は

問題の焦点をぼかすものと大要次のような見解をもっている。

　学生委員後藤君談＝第一に物的証拠なしに金を借すことはありえず、第二に局長の云うよう

に収益事業でなければ担保にならぬこともない、このほか、チャールズ・ブラインズ商会が米

国の三大金融会社の一つであるなど、杉本校舎担保問題は十月八日の市会での市長と財政局長

の答辞で明かだ。

◦第 27 号（昭和 26 年 12 月 12 日）

　論説　一九五一年を送るに当って
（前略）

（二）杉本町校舎の返還は遂に実現望み薄となったが、同様の事は京大の楽友会館にもある。

立川飛行場の近くの国立町では、一橋大学が中心になって「国立を売春の町と呼ばれるのはい

やです」と文教地区指定運動を起し地元民と協力して、国際都市立川から流れて来る弊風を絶

つ事に成功した。札幌の学芸大でも予備隊兵舎の近くに大歓楽街を建設する計画に対して反対

運動を起している。更に少し質の異ったのは北大内に軍事道路を三本もつけると云う計画に対

する北大教職員、学生の反対運動がある。

　我々の杉本町校舎についてみれば返還がパンパンを追い出し、しかも明るい静かな学園を獲

得することになる。占領は来年には終るが、その時こそ強力な返還要求運動を政府に対して行

わねばなるまい。（後略）

◦第 28 号（昭和 27 年 1 月 25 日）

　杉本町校舎返還順序の一位に　市会で外事課長答弁
　サンフランシスコ講和に伴い、米軍に接収されている施設の返還が話題に上っているが、現

在まで暗礁に乗り上げた形になっていた杉本町校舎の返還が三十日の市会で問題になり、神崎

議員（共）の質問に対して黒瀬外事課長は「現在市有のもので接収されているのは旧商大、法

円坂運動場、真田山公園プールなど七件で、大阪市としては旧商大建物を最も大きく注目して、

GHQ、西南軍司令部、特調、文部大臣などに接収解除をしてほしいと文書陳情を行っており、

さる十七日外務省を通じ緊急照会があったので、旧商大建物を希望返還順位の第一位として特
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便で回答した、結論としては朝鮮の戦争のなりゆきもあり接収解除の時期はわからない」と答

弁した。

　学内では今度こそ返還してもらわないと、行政協定が結ばれてしまえばますます困難になる

との声が多く、学生委員会も教室討議等を開始している。

◦第 29 号（昭和 27 年 4 月 20 日）

　杉本町校舎　この秋には返還？
　刀根山に米軍病院を新設か　早期返還を政府に要請　参院
  講和条約締結後の米軍接収施設の返還がとかく問題になっているとき、さきに大阪市外事課

では杉本町校舎を返還順位の第一にあげ学生の注目を引いたが、このほど本紙記者が上京、関

係当局の意向を打診した所、外務省筋の観測では「この秋には返還されるだろう」との朗報を

得た、又参議院本会議では「教育施設は速やかに返還措置を講ずることを政府に要望する」と

の決議を行うなど、一時暗礁にのりあげた校舎返還問題も有望視される。

　本紙記者が四月一日より五日間にわたり校舎問題で調査した所、外務省国際協力局岡崎氏（関

西方面接収施設担当）は次のように語った。

一、現在刀根山に病院を新設予定で、完成すれば杉本町病院（杉本町校舎）か日赤病院のいず

れかを移転させる予定である

一、学校施設の早期返還は日本側米軍側も意見の一致をみているので、外務省では杉本町病院

を移転させる予定

一、日時については断言出来ないが工事には最小三ヶ月はかかるし、返還にはこの秋迄はかか

るだろう

　特庁長官と一問一答
　四月二日特別調達庁根道長官に面会、校舎問題で次のような一問一答を行った。

　－校舎はいつ返還されるか。

　商大校舎の問題は前からよく聞き事情をよく知っている、いつ返還されるとは私の口から言

明できないが年内には返るだろう、とにかく返還されることは間違いない。

　－現状回復の保障はどうなるか。

　このため調査されているわけで建築物の場合に家賃が払われ、永年使用の場合は政府が買上

げることも可能である。

　－講和条約締結後九十日以内に駐留軍の日本施設使用は日本側と米国側の合意上決定される

というが。

　その通り。

　－もし所有者が使用反対の意志がある場合強制力はあるか。

　今政府では一人でも反対者がある場合を仮定し「日米行政協定（11）に伴う土地建物等使用に
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関する法案」が国会に提出されるはずだ、これが通過すれば当事者間の協議が整わぬ場合もそ

の土地建物は強制収用されるわけだ。

　－杉本町校舎も適応される恐れがあるかどうか。

　あくまで仮定の上に立つ法案で、法案ができれば返らないとは限らない、しかし病院に使用

されているから、病院施設を提供しなければならない。

　－刀根山に病院を建てられるというが。

　私はまだ聞いていない。

　市は政府買上を要請か
　なお国際協力局長次長小沢氏によると、大阪市助役は、校舎が返還されぬなら校舎を買上げ、

その代りの校舎を設立、政府が援助金を出すよう要請したもようである。

　参議院決議内容
　参議院本会議では十九日教育施設確保に関する決議案（梅原真隆氏外十七名・

（ママ）

議）を万場一

致で決議した、決議文次の通り。

　新日本国の再建が、教育の力にまたねばならないことは云うまでもない、今や講和条約が発

効せんとするにあたり、連合軍の接収にかかる教育施設は、当然返還されねばならない、然る

に、これら教育関係の被接収施設は現に四十数件の多きに上り、また既に解除されたものにつ

いても、その後警察予備隊等の使用に充てられているものは数件に達し、これがために生じて

いる教育上の障害は極めて大きい、この際、被接収教育施設が最優先的に速やかに返還される

よう、最善の努力を払うことはもとより、警察予備隊等が使用している教育施設についてもま

た、速やかに返還措置を講ずることを、政府に対し、強く要望するものである。

◦第 34 号（昭和 27 年 9 月 25 日）

　杉本町校舎一部返る　　
　　さらに全面返還へ　実行委員会も生る　

　全市大生、商大生の最大の願いであった杉本町校舎が夏休み中に一部返還されることが決定

された、すでに返還運動は市大創立当時から行われていたが、日米行政協定によって米軍が日

本を去る日まで返還されないことに決定していたが、旧学部校舎、図書館、研究所等が今度返

されることになったもので、内部は米軍によって大規模に改造されているので、新しく室内を

───────────────────────────────────────────────
（11）　旧日米安全保障条約の締結に基づく行政協定。1952 年 2 月に締結され、在日米軍に関して、その

使用施設、裁判管轄権、経費の分担などについて定めた。
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改造する予定で、商大教授会は旧商大の校舎であるから、一

応商大生が杉本町の校舎にはいる様に決定しているが、そう

なると当然市大経、商の三、四年も杉本町で学ぶことになるが、

まだ正式には決定していない、学校側としては学生の意向も

考慮にいれて決定する模様である、なお全面返還を要求する

声も学生間に重く、そのための実行委員会準備会も生まれて

いる。

　残されたままの横文字　杉本町校舎をみる
　白ペンキの建物、そのあたりが母国の空気をやぶってクモ

の巣のように、金アミがはりめぐらされている、ミドリ色の

触手、そのなかに時計台が、学究の清い瞳でいくどか見つめ

られた時計台が、その指針はとまったまゝ風にゆられる星

旗
（ママ）

条見つめて来たにちがいない。

　感傷だろうか？いや、この感情はいきどおり日本のわれわ

れの現実の姿へのいきどおり、学部校舎の前まで来ると日本人の守衛がにこにこ顔で迎えてく

れる。彼等にとっても校舎が再び学園として使われ、学生の出入りすることはうれしいにちが

いない。

　だが一歩校舎に足を踏み入れると、コバルトブルーと茶色に一面にぬりかえた壁の横文字が、

接収校舎の今までの状態と植民地色を我々に感じさせられる。

　将校の宿舎になっていたというだけあって、さすがに床などは油をひいて磨きたてられては

いるが、接収後、教室をセメントの壁で幾つにも区切った所とか、改造した設備を返還に際し

て取りはずした跡等々のまま放置されており、学生が講議をうけられる様にするには相当の経

費を要するものと思われが
（ママ）

、現在の所何一つとして復修された形跡が認められない。

　一方蔵書三十万冊を誇っていた五階建の書庫を持つ図書館のとびらは固く閉ざされ、かつて

貴重な研究のなされた研究室も横文字の看板をそのままに放置されている。

　時計台から見下すと、返還されたのは商大校舎のほんの一部にすぎず、高商部予科の建物、

野球場、スタンド等は星条旗と金網のむこうにあり、その中をカービン銃を肩にした S・P が

パトロールしている。はるか彼方に飛行場の標識塔が見え、これ等基地杉本町がひしひしと時

計台をしめ上げている様に見える。

　返還運動経過　市大新聞にみる足跡
　杉本町校舎の一部が返還された機会に、市大新聞の紙面を通じて運動の経過をふりかえって

見よう。

　昭和二十四年八月
　それまで市大開校以前から商大生によって度々陳情が行われていたが、慶應の日吉校舎の返

還に刺激されて再び返還運動が盛んになろうとした。
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　昭和二十五年五月
　校舎返還運動は平和擁護運動と結合しているとの自覚が高まり、五月二十九日市大・商大合

同学生大会が開かれ、全学生が結集して返還運動を強力に推進することを決議、署名運動を行

うため三日間のストを決行した。

　さらに学生代表と教授側とが話合い、返還運動実行委員会に恒藤学長を推し、西原法文部長

が総司令部に請願文をわたすため上京した。

　昭和二十六年五月
　この月、文部省より「大阪市立大学施設の接収状況」についての問合せ文書が事務局にとど

き、これを機会に再び運動が活発化して来た。

　六月には同窓会も返還につくすことになり、学生代表の上京等により CIE は返還の意向が

あること等が明らかにされた。

　昭和二十六年九月
　福井教授、岸本事務局長等が上京、その時集められた情報等により特別調達局、外務省に陳

情書を提出し、運動は次第に具体的になって来た。

　一方実行委員会も活発に運動し、署名二万五千、陳情書などを当局に提出し、中央の意向を

打診した。

　昭和二十六年十月
　返還運動はこの月デッドロックに乗りあげた、堺、大阪両キャンプ審議会で接収は解除しな

いという決定が行なわれたことが判明したからで、学生委員会は事態を重視し校舎問題を全学

生で討議するよう要望した。

　昭和二十七年一月
　校舎問題は大阪市会でとりあげられ、杉本町校舎が返還順序の一位になっていることを外事

課長が答弁した、それ以後希望的観測がなされるようになり今度の返還となった。

　全面返還の要求で一致　道仁、靱校舎学生大会
　杉本町校舎の全面返還を願う学生の要求は学生大会でも確認され、全面返還実行委員会準備

会が二十四日に持たれた。

　道仁校舎学生大会は十六日、講堂において約百名参加の下に有志会として開かれ、「杉本町

校舎が一部返還された事で、どの学部が入るか等に議論を集中するのは誤りであり、あくまで

全面返還が目的である」「当面の問題はやはりどこが入るかということであり、それが解決し

なくては学内に分裂が生じ、将来の全面返還運動に支障を来たすであろう」等の意見がのべら

れ、杉本町校舎全面奪還、祝賀会、体育祭を杉本町で行なう、早急に杉本町で勉強出来るよう

運動する、等を決議した。

　一方同日ウツボ校舎でも学生大会が開かれたが学生の集まりは極めて悪く、大会は成立しな

かったが「杉本町校舎問題」「就職問題」等を討議した。
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◦第 36 号（昭和 27 年 12 月 10 日）

　改修工事着々進む
　　来春からシニヤーが　学長談　杉本町校舎の使用　
　杉本町校舎返還＝既報＝に際して、学生大会に於いても今後の使用方針について、何学部が

入るかと云う問題等真剣に討議されているが、此の問題がそれ以後如何に発展し且処理せられ

たかを学長並関係者にきいてみた。

　恒藤学長談

　どの学部が入るかということは大体工事が今年中に終る故、来年から（第三学期）商大生並

に商・経・法文のシニアーが入る、来年度から（廿八年度）は未だ慎重に考えており態度は未

決定である、唯家政・理工は関係外である、夜間も変更されない。校舎の改修は追加予算（別

項掲載）が確定し、既に始められている。未返還校舎については、現在接収されている運動場

（野球場）と旧予科校舎等は、今も尚返還要請運動を続けている。これは伊関国際協力局長と

日米合同委員会（12）の方へ働きかけているが、希望的観測は許されないにしても、運動場の方は、

接収解除される可能性がある。旧予科は現在も米軍が病院に使っているので、解除されても遅

れる。しかし以降も返還運動を強力に推し進める。

注［追加予算表］

但し杉本学舎関係費のみ

一、本館補修費 ･････････ 一千万円　　

　　電気、水道、衛生設備費、図書館、研究所補修費など

二、校用器具費 ･･････････ 一千万円

　　講堂椅子　学生机、椅子　図書館書架　その他備品

三、移転費 ･･･････････････ 百万円

　　運送費、人夫費

　　　計　　　　　　二千百万円

　杉本校舎返還要求など決議　日本学生平和会議終る
　今年になってから国際的な平和を守るための会議が次々と持たれている。国際経済会議、ア

ジア太平洋地域平和会議、そして十二月十二日からはウィーンで諸国民平和大会、又明年二月

には、国際青年権利擁護会議、国際学生代表会議、国際医師会議等が開かれる予定である。こ

の様な国際的な平和集会の一環として、又北京平和会議の決議の日本に於ける具体化の第一歩

としてアジア太平洋地域平和会議報告日本大会が十月三十一、十一月一日と持たれたが、一方

学生においても全日本学生平和会議が全学連、戦没学生記念会主催の下に十一月二十八・九日

の両日、東京芝、産別会館で全国各大学高校約百余校二百七十名の下に行われた。

───────────────────────────────────────────────
（12）　前掲、日米行政協定を実施するための協議機関として設置された委員会。
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　当日本学からは学生委員から岡田、鮒子田、奥村、田中（アセレチック）道盛（哲研）栗谷

（社研）高村（新聞）の七名が参加し、岡田君が府学連を代表して議長団に加わった。

　第一日目の会議は地方報告に次いで討議に入ったが、日常の生活を守る斗いがとりもなおさ

ず平和を守る斗いである、という点で議論が紛きゅうし、大阪代表の具体的行動の発表と批判

を通じて結論を出そうとする発言は「ピンボケだ」と野次られるなどして認められず、抽象的

な討論に終始した感があった。

　二日目は大阪の方針の正しさが議長団からも認められ、具体的な事実、各校の経験の交流、

最もこまっている点なぞが出された。本学としてはアジヤ展、社研の活動、体育祭、杉本町校

舎返還運動、奨学資金獲得運動、授業料の問題等を提案して、これ等がいかに平和を守るため

の斗いとして行われて来たかを説明すると同時に、種々な欠点を批判することによって各校の

平和運動の資料に供した。討議の後に各校より提案された諸決議を採たくし、平和を守れの合

唱の内に解散した。

主な大会諸決議は次の通り。

原子力委員会反対決議（大市大・新東大・名大提案）　石川県砂丘地接収反対（石川県わだつみ会、

金沢大）　大阪外大文化祭弾圧に講義（大阪外語大）　国連アジア連合協議会に中大委員長を送

ることに反対（中央大学）　接収されている教育施設全面返還要求（大阪市大）

新潟大芝田分校接収反対（新潟大）　奨学金のワク拡大要求（大阪市大）　高校文化祭弾圧に反

対・抗議（千葉一高）　本大会出席者への弾圧に対する抗議（大阪女子大）　　その他

◦第 37 号（昭和 28 年 2 月 25 日）　

　移転十五日開始か　学生部は明治校舎へ
　約七年間にわたる校舎返還運動の結果、杉本町校舎の学部、図書館が返還されたが、新学期

より商経法文学部の三、四回生が同校舎え入ることゝなった。従って一、二回生は現在の靱校

舎に入り、道仁校舎は中学校に転用されるもようである。校舎移転の期日其の他の問題に関し

てくわしい事はまだ確定していないが、学生課の話では三月初旬に行われる本学入学試験の事

務を道仁校舎でせねばならず、それが終ってから、大体三月十五日頃から移転を始め、三月末

日に終らせる計画である。

　なお校舎移転にともなって本学の本部が現在附属図書館に使用されている明治校舎に移され

ることになるので、学生部、事務局等の機関が同校舎に新設される。この場合学生課、特にア

ルバイトの斡旋を行っている厚生係等は、学生と常に接触しておらねばならず、学生の不便を

除くために出張所を靱、杉本町校舎に設ける予定であるが、それにともなう人員増加は予算の

点で困難視されている。

　クラブ部室は狭くなる
　各サークル、クラブの部室の問題は靱校舎では現在のゼミナールの室や総長室は、教室や研

究室に転用し、部室には屋上の空室を整備してあてるほか十二室・三室を予定している。この
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工事は休暇中に着手するもようである。杉本町校舎の場合は米軍の慰安婦が使用した、本館と

研究室の間にある平屋建の一棟をそのまゝ使用する事になるが、室数は十室あまりで相当狭く

なることはまぬがれない。

　最低賃金を要求　校舎移転アルバイト
　校舎移転に関してのアルバイトの問題については、かねてより学生委員会が本学の学生を使

用するよう要求していたが、学校当局もこれを諒承している、学生部としては一学部について

トラック二・三台を動かし、一台には学生五名を乗せ約十日かゝるものとしても、靱、道仁校

舎合せて延六百名乃至九百名しか動員出来ないが、このほかに経済研究所が現在三十名のアル

バイト雇傭を要求中であり、附属図書館も移転には二十日乃至一月間はかゝるものとみられて

いるので、この方面でも相当数のアルバイト学生が吸収されるものと見られている。

　アルバイトの給料については大阪市の失業対策日雇作業人夫の最低賃金、三百十二円を市当

局に要求、目下交渉中である。

◦第 38 号（昭和 28 年 4 月 10 日）

　ルポルターヂュ　杉本町　
　　同じ日本人だから　地元は学生大歓迎

　永年の宿願であった旧商大の

杉本町校舎が、一部ではあるが

我々学生の手に帰り、同校舎で

四月十三日から授業を行うべく

着々改装されている。駐留軍

SAKAI・CAMP と 金 網 一 つ を

へだてての同居という特殊な条

件の下でこれから商経法文のシ

ニヤーコースが勉学することに

なるのだが、校舎付近の人々は

この学生達をどの様な心で迎えようとしているのか、薄曇りの空にそびえる時計塔をあおぎな

がら記者は現地の表情をさぐって見た。　

　阪和線で天王寺から約十分、杉本町駅の線路をへだて、すぐ左にいやでも緑の金属と真

白い建物の数々が軍事基地というよりも白い魂
（ママ）

として視覚にとらえられる、これが駐留軍

SAKAI・CAMP である。そのはるか彼方に我々の手にやっと帰って来た学部の時計塔がのぞ

いている。駅前にバラックのスーベニヤハウスがさびしく五六軒、それさえも麻雀屋に早変り

したものもあって、伊丹の蛍ケ池の盛況を知る者は意外に思うだろう。その中の一軒飲食店の

おばさんに聞くと「終戦当時は盛況をきわめたが、最近は兵隊の数も少くなり、それに全部が

OFFLIMIT に指定されたのでサッパリだとのこと、もっぱら基地の日本人労働者相手である
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らしい。そういえば基地労組のビラがテーブルの上に残されてあった。「そりゃあ学生はんが

来た方がよろしおます」と笑顔を忘れない。

　青麦畑の真中を突っ切る道路で、ひっきりなしに通る軍用トラックを避けながら上品な奥さ

んをつかまえる。「そりゃあうれしい事です、何といっても同じ日本人ですからね、全部返る

と良いのだけれど」この人は戦時中硲教授と同じ隣組にいたそうで、ひときは懐しそうだった。

近くの朝鮮建日
（ママ）

中学で教育者として、基地の風紀問題などをきいてみる、同校の金教諭は「進

駐直後は風紀問題にしろいろんなあつれきがあったらしいが現在は殆んどきかない、市大の人

は進歩的だと聞くから、これから一緒にやって行きたい」と語った。皆口を揃えて米軍との事

件はなかったと語るが、この土地に十年以上住んでいるという農夫が「市大の横にあった農地

の灌漑用の池を米軍が埋めたので大和川からポンプで水をひくのに費用が多くいる様になっ

た」と語っているように、いろんな米軍のもたらした害毒が、人々に意識されないで潜んでい

る事は確かである。一時さわがれたパンパンもこの頃ではあまり見かけず宿を貸している家も

少いという。何といっても朝鮮戦争の行きづまりがここにもひびいており、平和がもたらされ

れば学都杉本町の実現も真近い事であろう。

◦第 41 号（昭和 28 年 7 月 5 日）

　校舎返還で全学決起大会　　
　　基地反対遊説隊の組織など決議
　　府、市議も迎え約八百集う　
　杉本町校舎全面返還を要求して実行委員会、及び学生

委員会の活発な動きがみられていたとき、六月二十六日

一時から一部返還なった杉本町校舎講堂で約八百名の学

生が結集し「校舎全面返還全学決起大会」を開いた。靱、

理工、家政から合計八台のバスに分乗した学生は十二時

すぎから市内目抜き通りを自動車デモ行進を行い、午後

一時杉本町校舎へ到着、待ちうけた学生の歓迎をうけ、

杉本町の学生と合流、会場へ入った。

　来賓の大阪市会議員、自由党大西氏、社会党土井氏、共産党板橋氏の各氏、大阪府会共産党

議員土井氏、から、此の杉本町返還運動は内灘と基本的に同じ問題であり国民運動となって、

成功するのだ、私達は私心を去り、各党協力して援助する旨のメッセージがあったが大西氏は

政治問題とならぬ様に学生らしい運動をしてほしいと語った。

　他に、岡本講師、市大二部、水産大学、建国高校からメッセージがあった。

　上林教授は平、相沢先生らを代表して、建物のみでなく、附属品や、作られていた雰囲気も

取返そうと、アッピール、次いで内灘村の現地報告があり返還運動に対する討議に移った。
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　運動方針の討議に入ったが、「内灘を勝たせよう」のスローガンを校舎返還とを同時に掲げ

ることに賛否両論が分かれ、議場は緊張した。

　この間にあって運営委員会は意見の調整に努力したが、混乱し結局内灘のスローガンをとり

のぞくことを圧倒的多数で可決した。なおスローガン採択に際しての意見は（1）全学生の団結、

市会や一般の人の援助を得るのにはスローガンをおろそう（2）校舎返還は単なる校舎返還の

問題ではなく、もっと広い視野をもつため、内灘のスローガンもあげよというのであった。

　また具体的運動方法の討議はほとんど問題なくすゝみ、つぎのことを決議した。

一、実行、委員会を理工、家政にも作ろう。

一、教職員組合も学生と一致して運動するようにしよう。

一、総評のもっている基地反対懇談会に参加しよう。

一、府学連の西日本基地反対会議を杉本町校舎で開こう。

一、夏休みに基地反対遊説隊を作って我々の運動をアピールしよう。

一、今の決議を市民に知らせるためデモ行進をしよう。

なお決起大会終了後ファイア・ストームを行い盛大に幕をとじた。

　実行委員会の自己批判
　各方面から挙った決起大会の反響に対し、靱実行委員会では次の通り自己反省を行い、今後

の全学学生の一層の助力を要望している。

　決起大会が曲りなりにも成功したことは非常にうれしい。実行委員会の活動の不徹底に関し

色々と批判を受けているが、選出された実行委員が責任を持ってその任務に当らなかったこと

が、決定的な人員不足を招き、大会を持つための詳細なプランを立てる余裕を持たなかった。

　杉本町の実行委員会との連絡が十分でなかったこと、理工、家政に対する工作が不備だった

こと、及び大会に先だって議長、運営委員の選出に慎重を期し得なかったこと、大会において

議長との連絡が出来なかったこと等々は全てこゝに起因している。

　この様に準備工作が決定的に不足し、決起大会に於ける議事を混乱せしめた事には、実行委

員会は率直に自己批判している。

　今後の運動は、杉本町校舎一本に結集し、学生の力を最大限に盛り上げて行くつもりである。

　この問題の解決のため、全学生の自覚と斗いへの積極的参加を実行委員会から特にお願いす

る。

　府外務課で意向を打診
　六月八日の校舎返還運動実行委員会では、運動の準備工作として府会、市会、地元、学校側

等関係方面に代表を派遣して意向を打診することに決定、文学部一回生実行委員は十二日、府

関係方面を訪れた。　

　府外務課では、最近浜寺海水浴場の接収解除されたことを杉本町校舎の返還が近い事を示す

ものと非常に楽観的な見方を持っており、休戦成立間近い昨今、時期的に良いから請願書を出
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して、「静かに強力に」運動せよと語っている。

　又、調達局不動産管理課では、これを日米合同委員会で決定する事柄として受け合わず、野

球場返還に関する市外事課長の談も全然知らないと語っている。

　最後に一行は府会を訪れ各党議員に面会を求めたが、自由党だけはこれを拒否した。

　府会ではこれを市会側の問題として従来の一部返還のいきさつについても全然知らず、今後

の尽力を約束した。社会党の議員は地元民の世論をもりあげ、広範囲な協力を要請する必要を

語り、改進党ではこの運動が政治的に利用されぬよう、あくまで学生の立場から運動せよ、と

語っている。

　杉本浅香の両町へも
　地元民の意向打診を担当した経済学部一回生実行委員一同は、六月十二日杉本、浅香両町を

訪れた。

　杉本町の住民は、接収当時病舎建設用地として取られた六町四方の農地の返還を希望してお

り、浅香町の住民は、従来杉本町駅へ出る道路が大和川辺にあったのを米軍によって閉鎖され

たゝめ、非常に遠まわりをしなくてはならないのを嘆いている。

　接収された当時は、風紀上、教育上幾多の問題があったが、総合病院となって以来このよう

な問題はほとんどないそうである。地元民の大部分は、朝鮮休戦と共に帰休兵が沢山入って来

て、再び杉本町がＲＲセンター（13）化するのではないかと心配しており市大生が、杉本町校舎

返還運動を起し、杉本町を大学センターにしようとする動きを示していることに、双手を挙げ

て賛成している。

　独自で運動進める　校舎問題で学長語る
　六月十六日、恒藤学長は杉本町校舎全面返還運動につき大要次のごとく述べた。

　杉本町校舎全面返還実行委のことは初めて聞いた。その主旨には賛成するが、学校は学校と

して独自に返還運動を続けて行くつもりであり、過去の学生側の運動がマイナスだったことを

よく考えてこれから運動してもらいたい。

　雨中の校舎還せのデモ　解散後ターミナルで署名運動
　六月二十六日の校舎返還決起大会で、決議された返還デモは去る四日（土曜）行われた。こ

の日各学部より約二百名が小雨の降る中を靱校舎に集まり午前十一時半出発、プラカードのぼ

りをずぶ濡れにしながら肥後橋－桜橋－梅田新道を通って十二時四十分中之島公園に到着し、

各校舎より五名の代表団を選出して返還運動に対する市会の回答を求めたところ、市会議長と

文教委員長の支持回答を得たが、伊藤文教委員長（右社）は市庁玄関前で待っていたデモ参加

者に対して「中学校の校舎難を解決するために、現在使用中の校舎を明け渡して中学校に転用

するためにも杉本町校舎の返還のために努力したい」と述べた。この後、一時三十分頃から梅

───────────────────────────────────────────────
（13）　Rest and Recuperation center の略称。軍隊の一時休養と慰安を目的として設営された施設を指す。
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田、難波、上六、阿倍野の各ターミナルへ分散して五時頃まで署名運動を行ない二千十八票の

署名を集めた。

［３面］

　返還運動をふり返って　困難な斗いの連続
　昭和二十年八月十五日の終戦によって米軍は日本に進駐してきた。和歌山に上陸した彼らは

大阪に入り当時の大正飛行場に到着した、その日雨にふられた彼らは雨宿りのため、商大が杉

本町校舎の予科高商部の建物を占領と云う形で入って来た。当時の本庄学長は学生とのまさつ

をさけるためにと学生と米軍の建物の間に板壁を作ったが、これが米軍の気に障り強制的に全

校舎接収の破目に陥ったのである。この事によって、タイプライター二十数台を含むあらゆる

運動用具、備品も共に接収された。その後商大の予科学部は道仁校舎に、高商部は桜川校舎に

取敢へず入った。その時の両校舎は共に戦災を蒙った校舎で、ブタ小屋そのまゝであったと当

時の商大生はいっている。その後二十四年になって新制大学が発足し、校舎の不足から、予科

学部は明治校舎に新制大は道仁に、更に予科学部がウツボに移り、この様に転々として焼跡の

校舎に移って行った。

　この様な中に学生の不満漸く高まり、その年商大だけの実行委員会が結成され、学生と教授、

署名運動を中心に運動を展開していった。

　しかしその時の条件が現在とちがって当時は占領下であったので、その当時では学生大会を

開くにしてもその中に討議で校舎問題を議題にする事は占領政策違反であり、警察に学生大会

を禁止されていた。

　この様な条件の中で我々の先輩は熱心に運動を行い、学生大会を開いたのである。学生達は

私服を大会に入れる事を拒み、学校側と警さつが話合って教授が学生大会に出席すると云う条

件で学生大会を開いた。しかし警察は大会後その日の晩に東区一帯の商大生の家を一軒一軒訪

問して、学生大会の模様を聞いて廻る様な事を敢へてしたのである。

　翌 25 年四月、文部省から市大商大の実状を調査しに来た事から再び校舎返かんの熱が学生

の間にもり上り、学長を先頭とする商大市大の全学実行委員会を組織し運動を始めた。しかし

これも占領政策違反であると云う事で恒藤学長が米軍当局に呼びつけられ、実行委員会の解散

を命じたのである。これを不服とした学生は直ちに商大市大合同学生大会を開いたが、警察は

機動隊を以って弾圧し学生大会の解散を要求した。学生達は涙をのんで大会を解散したが再び

各学部、各学年の大会をもち、解散反対の決議を次ぎ次ぎにやり、実質的には学生大会を持続

させたのである。この間署名は七万数千票を集め・
（ママ） 

　この名簿をその時一人で千数百の署名をとったクリニブ・フランセの一学生に上京させ関係

当局に提出した。又毎年のメーデーには市民にアッピールし、あらゆるデモに校舎返還をスロー

ガンとして掲げていた。これがその年二十五年四月から休暇に入る迄の運動であり、その翌

二十六年にも再び学生側で要求が高まり、実行委員会を作って署名三万数千を集める運動を展
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開していた。そしてその翌二十七年三月一日の反植民地デーには学生二百名が松
（ママ）

本町の現地に

直接陳情デモを行い、別の一隊は浅香町に入りビラまきを行ったが、キャンプに直接行った学

生は先着の機動隊に我孫子町迄追はれたのである。その年の八月遂に一部が返かんになり、我々

は今残りも返してもらふべく何度目かの運動を行っているのである。

　決起大会の反響学内各界にきく
　家政学部松尾学生委員談 ･･･「内灘の争いを勝利させよう」のスローガンを下したことは賛

成だ。しかし表面的には分離しても内灘と返還運動とは本質的に同じものだ。

　家政一回生Ｓさん談 ･･･ 会場の熱心な雰囲気は好ましかったが、校舎返還の運動だからあま

り興奮せず友好的態度であってほしい。政治色を出来るだけ出さないように。

　同学部Ｆ君談 ･･･ 総決起大会には出席出来なかったが、返還運動は早急に積極的にやるべき

だ。高校生にも強く呼びかけたら効果的だと思う。

　同学部北村教授談 ･･･ 総決起大会は
（ママ）

に出席しなかったが返還運動の主旨は充分わかる。いつ

かわ帰
（ママ）

るに決っているが、ただどのようにすれば早急に帰るかの方法、手段をよく考えてほし

い。統一のない運動では駄目だ。この点で学生大会の結果を良い方向に持っていってもらいたい。

　理工学部Ｋ君談 ･･･ 実行委員会と一般学生が遊離していた。あのような実行委員ならもう一

度改選すべきだ。

　同学部Ｂ君談 ･･･ 議長があまりに主観的で学生に強制する態度が見られた。あんなに議場が

混乱したのも責任の大半は議長にあった。

　同学部Ｍ君談 ･･･ 実行委員会は理工学部を始めから非協力なものと決めて了っていた。しか

も彼等は全学統運
（ママ）

一動を叫んでいる。全くの矛盾であり反面僕等に対する侮辱だ。われわれも

同じ市大学生だ。このこと忘れないでもらいたい。

◦第 43 号（昭和 28 年 10 月 25 日）

　京都で学園復興会議　来月８－ 12 日　本学、大学祭を課題に
　九月初旬、京都で行われた全学連第二回中央委員会の決議による全国学園復興会議は、来る

一一月八日から五日間京都で開かれることになったが、本学でも中央委員会で出された学園復

興斗争の方針にそって大学祭具体化された。

　学生委員会では前までに見られた学生の盛り上る諸要求、たとへば杉本町校舎返還運動を組

織して発展さ
（ママ）

ることが出来なかった指導能力の欠けていたという点を反省し、広汎な学生層と

教職員を含めた学園復興のたたかいを押しす
（ママ）

るために、当面大学祭に積極的に参加し正しい方

向を指し示すように努力することを決定した。

　この線に沿って、大学祭実行委員会の下に学生委員で組織された運営委員を設けて、大学祭

の企画、準備活動に加わった。

「米日反動の再軍備政策による学園の荒廃に反対する全ての人々と共に学園復興のたたかいを

押し進める」という中央委員会の方針に則って、去年は体育祭にしか参加しなかった教職員組
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合をも全面的に大学祭に参加してもらい、同時に大学祭予算獲得などの実際的な運動も一緒に

なって行った。又従来のやうに体育部と文化部だけに委せるという投げやりな態度をすてて、

「平和と豊かな学園生活のために」文化部に対しては「民族的な国民文化の創造」体育部には「健

康で楽しい体育を」と呼びかけている。

　論説　大学祭から校舎の全面返還に
　夏休み前、全学総決起大会を前後して杉本町校舎全面返還運動は今までにない活発な動きを

示し、勝利の希望と確信は全学生の胸の内に強く盛り上って来た。

　ところが休暇が明けて以来、この盛り上った力はいつの間にか影も形もなくなったような感

じがする。実行委員会の出席率も悪く、基本方針であったクラス討議も全く行われなくなった。

　決起大会において活発な論議を展開した者も、黙り込んでしまった実行委員会に小首をかし

げている。今までこういった動きにあまり関心を寄せなかった学生の間からも「返還運動はど

うなっているのか」という声を聞く。

　我々はあの決起大会において、今後全学の声を結集しつつ勝利の日まで闘い抜くことを誓っ

たはずである。少くとも三時間にわたる討議はこのことを暗に物語るものといってよかろう。

　杉本町校舎が返還されぬため、我々は、寮がない、研究室が少ない等々、我々が普通の大学

生として当然の学園生活は、焼けビルの小学校校舎の下で無ざんにふみにじられている。学生

が杉本町校舎で全学一致して勉学にはげみたいと願うのは当然である。このような全学の、大

学としての要求を結集して、我々の手で我々の学園を復興することが当面の運動方針とせねば

ならぬ。一歩学園を出れば世界の平和勢力の飛躍的発展は、朝鮮におけるアメリカ帝国主義の

戦争政策に終止符を打たしめた。このことは決して日本が朝鮮のしいてはアジアにおけるアメ

リカ帝国主義の前進基地たることを止めたことを意味しない。

　逆に日本はアメリカ独占資本の系統的収奪対象の一つとしてより一そう隷属化されると同時

に、一方では、アメリカのアジアにおける帝国主義発展の一大重要基地としての性格を益々深

くすることになった。

　従って朝鮮における休戦が成立したと云うことは直に日本にいる米兵の本国送還となること

を意味するものでなく、そういう楽観的な見方で我らの校舎返還を安易なものと解すことは明

らかに誤りである。又、一方最近大阪市会が政府に対し松
（ママ）

本町校舎返還を要求したという事を

以て返還は間もなく行なわれることだろうと見る向きもあるが、朝鮮休戦に対する考え方と同

様、我々の闘争のホコ先を鈍らす重要な働きをなしている。なるほど市の文教委員が積極的に

政府に対して働きかけだしたことは我々の闘争の勝利の一環であると同時に、市当局に対して

感謝しなくてはならないだろうが、こういう事のみ大きく取り上げて楽観的見方をすることは

誤りである。校舎をアメリカ軍から取り返えす闘いは、単に校舎を返してもらうだけでなく校

舎から出てもらって直接本国へ帰ってもらうことであり、これはとりもなおさず現在内灘浅間

山妙義山等を中心に全日本に、展開されている軍事基地取りのけの運動の一環でなくてはなら
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ず、従ってそれは単に一都市の市会が政府に要求することによってのみ事を運ぶ問題ではない

のである。

　それは民族独立の闘いであり、平和確立の闘いである。しかもこの闘いは単に個別的に闘わ

れることなく、共通の悩みを持つ広い層の人々と力を合わせることによって始めて可能なこと

なのである。

　「叫ぶ砂丘」も「怒れる富士」も「なげく白亜の時計台」も結局共通した苦しみを「叫び」、「怒

り」「なげいて」いるのである。この大学祭は大手前会館と杉本町グランドで開かれるが、単

なるお祭りさわぎの大学祭でなく、我々の窮状を市民に訴え全面返還を文字通り「市民の皆様

と共に」勝ち取って行くよう配慮しなくてはならない、さらに大きく言えば平和擁護の闘いを

訴えて行くべきである。

◦第 44 号（昭和 28 年 11 月 25 日）

　論説　より豊かな学園建設のために
　露骨な再軍備政策の強行によって教育予算は極度に削減され学園は徹底的に荒廃している。

　我々の大阪市大も杉本町校舎はアメリカ帝国主義の軍事基地となり、学生は大大阪のあちこ

ちに戦災で焼け落ちた小学校々舎を改造して貧しく学問を続けている。

　学校は大阪市のものであり、従って大阪市の大学は大阪市民を教育し、大阪市の政治経済文

化に全面的に貢献する人を養成するのであるから、大阪市のために直接役に立たぬ人や、他府

県の者の事などは考慮に入れなくても良いという浅慮から、地方学生のための学寮は必要とせ

ずとして、耐久年限最大二年間というボロ寮に学生をおしこんだり、自由で活発なサークル活

動を行なおうとしても、部室もなく、あげくの果ては便所奥の物置を改造して部室にしたり、

あるいは多くのサークルが一部屋に同居したりして苦労している。又運動場がない、研究費や

研究設備が貧弱である、図書館が極小である、自由に講義を受ける事が出来ない等々、余りに

も我々の周囲は不足だらけだ。第二部を見よう。ここでは更にひどい。一週間に休講時間数が

三十余時間と言う時がざらにある。この原因はどこにあるのか。教授不足である。このため第

一部の教授が第二部をかけもち、教授の労働強化と研究時間の削減となって表れている。一方

学生にしてみても、昼働いて夜真理を探究しようと血のにじむ苦労をして登校しても、この状

態によって彼等の期待は完全に裏切られ、最近ではこのつもりつもった不満不平が結集し一つ

の大きな要求となって爆発しようとしている。

　更に学校事ム職員の場合を考えてみても、年間事ム費を具体的に言い表すと、ペン軸一本、

インク一びん、便箋三冊、ノリ一びん等、真に言語を絶した少い額しか与えられていない。ま

た定員制で切りつめられ、何をするにも人手不足で満足に出きないと云われている。

　学生の福利厚生機関にしてもそうである。協同組合の経費は校舎分散の影響をまともにうけ

て赤字財政を続けている。勿論これにはその組織の不合理、経営能力の不足という点も批判に

上ってはいるが難航の一因は確かに分散経営にあるようだ。
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　困窮学生の救済機関であるアルバイト係でも開拓資金の不足や人員不足でより一層の拡充が

阻害されている。

　このような不平不満の山ほどある我々の学園の中に、その原因として杉本町校舎がアメリカ

軍によって接収されているという事が一貫して流れているようだが、未だその他に我々の学園

を内部から腐敗させ荒廃させようとしている力が働き始めていると云うことを我々は見逃して

はならない。

　旧特高の親玉で沼南市の市長を勤め日本帝国主義の東南アジア侵略の一荷を背追った大達が

第五次吉田内閣の文相になるや、彼の露骨な逆コース教育政策は、巧妙なる手段を以て学園の

中に侵入しはじめた。

　彼は全国各大学に直属の文部官僚を送り込み、学生の要求をふみにじり、教職員学生の言論・

思想の自由を奪おうとしている。我々の大学も最早安心してはおれない。赤い学生を作る大学

には用がない、そんな大学には金は出せぬと、純真な学生の要求を赤だときめつけてふみにじ

り、某財閥から一億円に上る資金を頂だい
（ママ）

たし、追放解除組の逆コース教授をかかえ込み、ひ

もつきの経済学部を作りあげようとやっきになって学生の反対を抑えようと努力している浪大

の現実からくみとれるものは、教育のファッショ化そのものの具体的表現に他ならない。

　我々は今こそ教育の民主化と平和で豊かな学園を築きあげるために、全学生こぞって大きく

要求をかかげるべきである。

　学園復興会議において打ちだされたスローガンを具体的に我々の学園の特殊性の中でどう実

践して行くか、荒神橋事件によって集中的に表現された戦争勢力の「平和の恐怖」に我々は確

信を以て、クラス討議を高めて行くべきである。

◦第 46 号（昭和 29 年 3 月 25 日）

　はかどらない校舎返還　市会は目下交渉中
　病院の解散、第三海兵隊の暴動、駐留軍労働者の首切り等々と、接収中の杉本町校舎をめぐっ

て最近の雲行きは荒いが、十八日現在の状態は次の通りである。

　阪神飛行場には現在約三千の海兵隊が集結しており、これは病院解散後の杉本町キャンプへ

近く移動する体制にある、これは約百名にのぼる「駐留軍労働多量首切り」勧告が裏付けとなっ

ているが、地元ではＲＲセンター化されるものと大きな不安をいだいている。

　ところが一方市会では、日赤上六病院が近く解散返還されるものと見ており、この他大阪周

辺の小基地、補給所等はおおむね近く返還されるとの噂が立っており、一人杉本町校舎のみそ

そ
（ママ）

の成行きが全然わからない。

　大西市議らは再三市会でこの問題を出ているが、調達庁では「目下交渉中」という返事である。
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◦第 47 号（昭和 29 年 4 月 10 日）

　返還見込まったくなし　校舎問題で市外事課長語る
　大阪市外事課長黒瀬氏は、四月七日校舎問題に関し、現在のところ残りの校舎の返還に関す

る具体的な見透しは全くない、と次の如く語った。

　大阪市会も調達庁もこの問題に関しては一致して非常な努力を払っており、凡ゆる機会を通

じて米軍側に交渉しているが、未だ明確な解答を得ていない。

　最近杉本町の病院のカンバンが国連陸軍に取りかえられているのを見たし、日本人労働者が

首を切られたり転勤異動命令がなされたりしている事実はあるようだが、接収地の利用権は米

軍にあり、一々日本側に報告する義務はないので杉本町をめぐる米軍の状態は、こちらには全

く分らない。

　浜寺や上六の日赤の問題については府や日赤の管轄下なので全然知らないが、唯杉本町校舎

返還の見透しは、今のところ具体的にどうということは出来ない。

　市会では、以前から杉本町校舎の接収解除の運動には超党派的に、動いてはいるが、米軍側

の答弁が、「出来るだけ早く返事する様に努力する」にとどまっている。

　外事課から黒瀬氏、市会から文教委員、学校側から恒藤総長らが本年二月に上京して調達庁

を訪ねたり、岡崎外相来阪の際は中井市長直々から強力に要請したと伝えられるが、外務省や

調達庁が重々了承しても、米軍側から明確な解答がなされぬ限り、見透しは全然つかぬと、市

当局では語っている。

　論説　校舎を返してほしい
　新たに約九百名の学友と共に、我が大阪市立大学は輝かしき千九百五十四年度を迎えた。先

づこの輝かしき年度のホープたる新入生に対し、心からの祝辞を送ろう。

　諸君の学ばれんとする大阪市大は、反戦と自由の伝統に輝く大阪商大の歴史をそのまま受け

ついだ光輝ある大学である。

　しかしながらこの偉大なる歴史と伝統は一朝一夕に出来上がったものでもなければ、また

じっとしていて一人でに出来たものでもない。それはこの大学に集ったすべての学徒が変転す

る社会の中で、常に平和を守り、真実を追求し、学園の自由を守るためにあくことなき真剣な

努力を重ねて来たその中で培われて来たものに他ならない。

　商大事件を中心にして、我々の先輩が学園を限りなく愛し、祖国をこの上なく愛することに

よって、この愛する学園、愛する祖国を圧迫し破壊しようとする力に対し、勇敢に闘って来た

日記こそ我が大阪市大の歴史なのである。現在本学に学ぶ我々も、これから本学に学ばれる新

入生諸君も、共にこの歴史を更に更に発展せしめるために、ありとあらゆる苦難を乗り越えて

いき進まねばならない。

　では、我々がこの「歴史を作る」働きをするための具体的な当面の目標とは一体何んである

か。新入生諸君がはるばる故郷から出て来て、初めて見た本学の学舎がこの目標が一体何んで
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あるかを、はっきりと明示している。講和後既に二年にもなろうとする現在、我々の杉本町校

舎は、未だにその四分の三がアメリカ軍によって接収されている。そのために我々は、ありと

あらゆる不便に悩まされている。

　接収以来我々の先輩は、純粋な学生の要求として、自分たちの学園を返してくれと叫び、米

国日本政府、一般市民に訴えた一昨秋一部が返還されてからも、我々は強力にねばり強く闘っ

て来た。

　返還運動の進展の各時期には、数々の誤った方向が見られた。我々はその度に反省し、更に

力強い運動にと前進していった。我々はこの運動を本年度も新入生諸君とともに強力に推進す

るため、運動組織の強化と運動方針の再検討を、その出発に当り是非ともやらなければならな

い。それには全面返還促進実行委員会の民主的大衆討議による再選挙と、同時に、全学々生の

要求を完全に取り入れた運動方針の再確認を行なわなければならない。

　現在の実行委は全学的なものではなく、理工、家政の両学部には組織されていない。これ

は昨年六月末の総決起大会でその必要が認められたのにも拘らず実行されていないのである。

我々は両学部の組織化を提唱すると共に、靱、杉本町の既成の組織の改善要求をも併せて提唱

したい。しかる後全学的な大会を持ってその中で運動方針に対する大衆討議の嵐を巻き起すべ

きである。また、それにつけ加えて各クラス単位の討議も統一的に行われるように提唱したい。

クラス討議というものが単なるクラス単位の個々別々の討議に終っている現状を克服せぬ限り、

その成果は運動の進展に役立たない。

　あらゆる悪条件を乗り越え、欠陥を取りのぞき、既存の組織を全学的な統一体に高めて行く

ことが、本年度の校舎問題の発展のための必要条件である。

　この中で新入生諸君のはたすべき役割は、そのフレッシュな活動力によって、この大運動の

進展に新しい力を注ぎ込むことであり、具体的には、新入生独自の諸要求をどしどし大衆討議

の中で打ち出して行くことである。新入生諸君、我々自身の学園をより豊かな明るい学園に発

展させるため、杉本町校舎全面返還運動に全力をあげて結集しよう。大阪市大の歴史にさらに

一頁を我々自らの手で書こう。

［２面］

　特集　市大が歩んだ五年間　
　空のない大阪、夜のない大阪、その大阪のたくましい商人のソロバン玉からはじき出された

大阪市大、この大阪市大にも満五才の春がやってきた、校舎はかえらない、設備は備っていない、

といった設立当初に比べて見ると、この五年間いろいろの点で進歩の跡がみとめられる、けれ

ども創立当初の問題が依然とそのままのものもある。

　とにかくも大学院も出来、クラブ・サークルもいちじるしく増加した、学生の生活も学生運

動も非常な変遷を見せた、こうした変化を詳細に述べることは出来ない、ここに取りあげて見

たのも、目についた数個の問題に限られている、けれども、とにかく今回新しく入学された諸
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君のため現在の立場から軽い評価を加えてみた（雀吉）。

　なおこの紙面についての御意見をいただき今後の資とい

たしたい。

　食料難の中で生る　行き悩んだ設備と校舎
　「チワ、サカナ屋でござい」この一声は暗い戦争の彼方

から、人々の胸に、ふたたび平和が戻って来たことを改め

て意識させた。駅頭には赤旗がなびき、フラッシュを浴び

てにこやかに手をふりながら野坂参三が、大山郁夫が、海

外での長い亡命の旅から帰って来た。日本を、悪夢から開

放して呉れた恩人として、徳田球一はマックアーサーと感

謝の握手をかわしていた。

　長いあいだ軍部から不当な圧迫を受けていた大阪商大に

も春はもどって来た。名和教授を始め上林、宮川等の各氏

も獄中から笑顔に包まれて出てきたて、総ての古い壁は、かたはしから塗り直されていった、

戦争中、軍部と協力していた一部古参教授は無能教授として追放された、「祖国のため」に学

徒兵として学窓を去った学生達もぞくぞく外地から引揚げショウスイした顔で復学してきた。

「キサマ生きていたのか」「よくかえってきたな」こうしたアイサツが校内のアチコチでかわさ

れ、たがいの幸せを、苦労のアトを、心ゆくまで語り合っていた。

　一時三三〇万を数えた大阪の人口も、終戦の頃には一一〇万と激減していた、けれども後か

ら戻ってくる復員兵や、疎開先から帰って来る市民などで、すざましい上昇の線をたどってい

た、北や南の盛場はいち早く戦前にもどった、人々はまた以前と同じ様にぞろぞろと心斎橋を

千日前を歩きはじめた、世の中はあげて民主主義の時代を旺歌していた、文化的、民主的と名

がつけば何物にも新鮮な香がした、けれどこの民主主義の新しい時代と共に、おりからのイン

フレに加えて、食料難の波が寄せてきた、昨日一〇円で喰った丼は、今日は二〇円になっていた。

デパートにはダイヤの指輪が「米一升、イモ一貫と交換」という札をブラさげて相手の現われ

るのを待っていた、毎月配給されるナンバ粉は人々の顔色を次第にキイロに染めあげていった。

　この中へ最初のシベリヤ引揚げがはじめられ「異国の丘」の歌声はチマタにあふれていた、

遠くウランバートルの地で同胞にムチをふるったいわゆる「暁に祈る」の吉村隊長が世の指弾

をうけていた、一方中国大陸での内陸
（ママ）

は中共軍が北支をすでに落し入れ、上海もまた進撃の前

に重囲の中にあった、このような四国の状勢の昭和二三年、大阪市立大学が、商都大阪に誕生

したのである。

　四散した校舎で
　これに先立ち昭和二二年戦後の日本に平和憲法、女性解放と次々と新しい息吹きを吹き込ん

でいった占領軍は旧来の教育制度を大幅に改革した、六、三、三、四の教育制度を発表した、

この制度の一環として、昭和三年来、東京神戸の官立商大と共に三商大とならび称せられた公
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立の大阪商大を中心に、共に同じ市立であり昭和二二年女専となった大阪市立女子専門学校、

都島工業専門学校の三校によって、一先づ市立大学が作られ、これにやがて、市立医大が医学

部として加わるという構想の下に、商・経・法文・理工・家政の五学部に別れた綜合大学とし

て、出発した。初代学長には当時の大阪商大学長であった国際法担当の、恒藤恭教授が選ばれ

正式に発足した。

　二四年の四月中旬には第一回の入学試験が行われ、ついで五月一〇日には入学式が、白鬚橋

元市女専講堂で行われた、それと共に商学部長には藤田教授、経済学部長には福井教授、法文

学部長には西原教授（以上商大）、家政学部長には茶珍教授、理工学部長には、小竹教授がそ

れぞれ任命された。

　けれども校内の人事は、六月になるまで決らず、従って六月中旬まで授業は行われなかった。

このように、市立大学創設にあたって、最も問題となったのは元から大学としてあった、大阪

商大を主体とした、商・経・法の学部をのぞく他の新しく設置されることになった、文学部、

それに元専門学校から、新たに市大の一角を作ることになった家政学部、理工学部の教授陣の

ことであった、そこで大阪市は、その財政に物をいわせた教授の引き抜き運動をはじめ、その

結果として、小竹教授をはじめとする今の理工学部、茶珍教授、元市女専学長北村教授を中心

とした家政学部が、また文学部が、新しい教授、前身校のうえに翌二五年四月に開設の予定で、

日本アルプス乗鞍の山上に、理工学部渡瀬教授の宇宙線研究室が、淡路島由良には、生物科学

実験所の工事が進められた。

　十一月になって、市大の講座内容が発表され、ここにおいて、市立大学もようやく軌道にの

りはじめたのである。一九五〇年をむかえて、大阪市立大学も創立第二年目のコースをたどる

ことになった。ただし発足後わずかに六カ月ばかり経過しただけなのであるから、「人間にた

とえて見ればやっと歩み出したばかりの幼児のようなすがたであって……」と昭和二六年の年

頭市大新聞を通じて恒藤学長は大要、次のように呼びかけた。

　教授の充実という点で甚だ心細い数多くの大学の中にあって、本学は他に誇り得る内容を備

えうるに到った。けれども、校舎は四散し、設備はととのはず優秀な教授陣に対して甚だ心寒

いものがある。今後は、こうしたる校舎、図書館、研究室、等の充実に全力を尽すつもりでい

る（中略）おもうに「学問の自由が保障されている」といっても極端なる国家主義や、軍国主
（ママ）

などのように、憲法の精神に反するような立場に、立脚する学問的研究は、すべからく排除さ

れるべきであろうけど、そのような立場に立たぬ限り、さまざまの異なる世界観や、さまざま

の異なる学問的理想を把持する人々が、それぞれ、自己の所信にしたがって、自由に研究し得

るような状態が、確保されているのであってこそ、真理の探求を、窮極の任務とする大学の、

真に大学らしいありかたは、可能となるであろう。

このように、新しい期待のうち、多くの困難な問題を、抱えて市立大学は、新しい時代へと、

歩みを進めたのであった。
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　学生運動　二五年十月市大に警官乱入　流血のレッド・パージ反対運動
　だが新時代を、民主主義を旺歌、その喜びに浸っていたのは、終戦直後の数年間だけであった、

市立大学が誕生しようといっていた、昭和二三年頃には、早くも逆コースのキザシがあらわれ、

学園生活の上にも暗い影を投げはじめるようになった、というのは、終戦以来全面的に学問の

自由、大学の自治が認められ教授会や、学生の運営に委ていたが、それをねられ
（ママ）

文部大臣や経

営者等が人事決定を握っていた、かつての方向に引きもどそうとする、第一回目の大学法案が、

この頃国会上
（ママ）

され、日々の新聞紙上に取り上げられ、世論の鋭い反対を受けていた、在阪の各

大学教授会、学生も一致してこの法案に反対の態度を表明し、以後、あらゆる機会をとらえて

の反対運動が行われた、この様に、全国の各大学、知識人から強く友
（ママ）

友された大学法案はつい

に引き込められた。

　この運動の間、共同の歩みをつづけ、各々の学校の闘争本部をひきうけ運動の中心となって

いた大商大、市医大、市女専の各新聞部は、互いに僅少の発行部数小額の予算等から総合され

た力の必要性を認めて市立大学が発足する二カ月前に、大阪市大学新聞略称市大新聞として三

紙が合併発足したのであった、けれども翌昭和二五年にはいわゆる「レッド・パージ」が全国

に広がった、ふたたび大学や一般知識層はこれに強い反対態度を示した、全国学生自治会連盟

では全国の大学学生に「スト指令」を発した。

　ここで市大に大不祥事件がおきた。昭和二五年十月十九日、全学連指
（ママ）

の令に基いてレッド・

パージ反対の学生大会が心斎橋東五分にあった当時の市大本部、道時
（ママ）

仁校舎講堂で、商経本文

の学生約四百数十名が参加「今日大会を開くことは私としての立場が成立たない、明二〇日よ

り開くよう」という学長の要請をけり学校側の無許可のまま強行され「スト決行」を決議した、

　しかしこの大会の一部始終は警視庁に連絡され、やがてトラック三、約
（ママ）

一分乗した警官に台
（ママ）

〇〇名が裏門を越えて校内に入り、折から学長が訓示中であった講堂をかこみ学生から三名の

検束者を出した。一方これを阻止しようとする学生との間に乱闘が起き、当時経済二回生のＫ

君をはじめとして十数名の負傷者が出た、その後二六年から二七年にかけて愛知大学、早稲田

大学、京都大学と警官の大学乱入事件は相ついで起り、メーデー、吹田と学生運動に血の色が

ただよいはじめたが、それの最初の出来事としてこの市大事件は学生学校のあり方、警官の行

為などについて善悪それぞれに批判の眼が寄せられ当時の注目の的となった。

　杉本町校舎かえる
　しかしこのような政治面と強く結びついたものとは別に、市大が生れた最初からいや大阪商

大の時代から市大の学生運動には二つの大きな目標があった、一つは杉本町校舎の返還であり、

今一つは市内と市外とも異なる授業料の地域差の撤廃であった。

　杉本町の校舎から死地におもむいていった幾百人かの学生は日本に帰って来ると、元の校舎

にはアメリカ国旗がひるがえり、母校は市中に点々と小学校に間借の状態、早速に校舎返還の

要求が出され運動は進められたが、終戦直後一時的にもとにかく校舎を海兵隊に借したため軍

の施設と見なされたことと、病院として使用されているという、二つの事情のため、困難を極
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め、数度に渡る陳情、署名運動もその効果はあらわさず、折から激化して来た南北朝鮮での戦

がそれを一層暗いものにし、いつ返還されるという見込みも全然立たなかった、

「堺へ行く時には阪和で行け、校舎が見える」先輩に教えられて堺をテクテク歩く学校を知ら

ない学生も何人かいた。校舎がありながらその校舎に入れない、実に情けない。市大の全学生

がもっていたこの気持ちは、この見込みのない運動をシツヨウに行わせた、あらゆる機会を取

らえて、国会に、市会に陳情され実情が訴えられた、市大新聞の編集者が文部大臣に面会、陳

情したこともあった、学生大会の決議の中にはかならず「杉本町校舎の返還早□」の一項は含

まれていた、市民に訴えるためデモがビラが学生の手でまかれた。

　やがて朝鮮での戦も下火になり、そごう百貨店をはじめ市内の接収建物も次第に元の民間の

手に戻されはじめた、けれど市大の杉本町校舎だけはいつまでたってもそのままであった、こ

れを見て学生はせ
（ママ）

った、「このままでは永久に？」これが今までにない十万名にのぼる署名運

動の結果をもたらした原動力となったのである、遂に二七年秋「校舎かえる」の報がもたらさ

れた、けれどもそれは学生が要求していた全面返還にはほど遠い本館、図書館等一部にすぎず
（ママ）

なかった。予科、高商の建物は依然として米軍の手にあった、移転は早急に行われ、翌二八年

の三月には商大最後の卒業生、市大最初の卒業生は卒業式だけを杉本町校舎で行い幾百の先輩

が足を踏み入れることも出来なかった校舎から社会に出ていった。（中略）　

　再び新しい方向へ　指導者意識の過剰から
　ここで観点をかえてこの学生運動をながめて見よう。市大創立当初の大商大の学生の平均年

令は二三才前後となり、そのほとんどは軍隊生活の経験をもっていた、にがい苦しさを身で体

験して来た彼等は、実際面でも自分の生き方、方向といったものをすでに身にしていた。理論

的水準も全般的に高かった、実際行動から割り出した彼等の理論は、実生活の上に固く根を下

していた、ストライキなどの思い切った行為を行うについては慎重にすぎる慎重さがあった、

反対論、賛成論は続出し容易に決議も決まらなかった。

　しかしながら、これは学生大会、または学生運動がもつ性格からして一口に学生といっても

決して考え方、ものの見方まで統一されたものでない以上、これは当然なことであった、こう

した当然の方向は、市大になり二五年の市大事件を契機に、二六年、二七年と次々に起る政治

問題に応じて開らかれ、学生大会で次第に姿をひそめてしまった、発言者は固定し、反論とい

うものがなくなった。スト宣言、デモストレーション、諸決議は常に無修正のまま満場一致

に近いあり様で可決された、学生の政治意識が向上したためだとある人はいった、あるいは

そうであったかも知れない、がしかし二六年末から二七年にかけて学生大会に集る学生の数

は、二五年頃に比べると実に少くなって来た、学生委員等は、大会の毎に玄関にピケをはって

出席せずに帰る学生を一人一人キツ問していた、こうした努力にもかかわらず、以前は常に四、

五百の人数は必ず集めて開かれていた学生大会は、二七年に入ると一〇〇名に満たず、流会す

ることさえあった。

　その頃発表された「赤い学生採用せず」という声明は、政治問題を中心に動いていた学生運
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動及び学生にいろいろの形で少なからぬ動揺を与えた。「俺達は、こんなこ
（ママ）

ことをやった」と

ばかりにまかれるビラの中に、多くの学生は、到底自分達がついて行けぬものを感じていた、

指導者意識とヒロイズムに酔ったアジ・ビラは、反パツをさえ感じさせ反対の結果に押しやっ

た、けれども、こうした中にあっても、前に述べたように校舎返還の問題になると学生は集っ

た、問題のうちに自分の姿をはっきり認めていた、全国的な問題より市大の問題の方が取りく

みやすかった、明日の大問題より今日の問題の方き
（ママ）

がはっきり目に映った。

　二八年に入るとこうした誤りは全面的に修正され、学生運動の方向は新しく立て直された、

授業の内容を充実し、二〇円のウドンが一五円で食える様にするのが新しい目標となった、少

しでも変った動きをすると「反動」というレッテルがはられるということもなくなった、いろ

いろの人の意見を先ず聞き、その上で方向や方法を考えようという様に市大の学生運動も生れ

かわった、けれども、かつての誤りはまだ学生の中、社会の人々の中に強く残っている、いか

にすればこうした考え方、見かたを一時も早くぬぐい去ることが出来るだろうか、これが今後

の市立大学の学委に課せられた課題であるといってもよいだろう。

◦第 48 号（昭和 29 年 4 月 25 日）

　校舎問題積極化へ　学部長会議で決定
　去る十五日の学部長会議では、杉本町校舎返還運動を積極的に推し進めることが決定され、

近々、英文による署名を集め米軍当局、外務省、日米合同委員会等の関係方面と交渉すること

になった。

　本紙四十七号既報の如く、杉本町校舎は最近病院から米陸軍にとその看板がぬりかえられて

いるが、利用の具体的な様子、米軍の異動状態等から見て、これは未だ確定的なものでないと

の観測が濃厚である。

　調達庁、市外事課ではいづれもこの点に関し沈黙を守っているが、教職員側が積極的に乗り

出して来ている今日、学生側の結果
（ママ）

が強く要望されている。

◦第 49 号（昭和 29 年 5 月 10 日）

　校舎の返還を要請　平和会議代表団調達庁に
　六日午後、一行は特別調達庁を訪ねたが井関局長不在のため、連絡調査室専門官元山清人氏

と会見した。

　代表団質問要旨

　朝鮮休戦成立後一年もたつのに我々の杉本町学舎は未だ金網に包まれたままである。その上

最近は「病院施設として」という協定を無視して明らかに軍事施設として使用している。それ

はホスピタル、キャンプ、サカイの看板がユエスアーミイと書き変えられ国連旗が下ろされて

星条旗が掲げられていることでも明らかである。そのために教育センターであるべき杉本町の

風紀は乱され、下宿代は三倍以上にはね上っている。朝鮮休戦が成立し新たな負傷兵もなくなっ
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た現在何の必要が有って海兵隊が駐留するのか。この軍隊がどこの国を守るためのものかは明

らかだ。日米行政協定は対等の立場のはずなのに日本は正当な要求もできないのか。それで独

立国といえるのか。

　元山専門官答弁要旨

　昨年十二月ごろ杉本町を軍事施設として使用したい旨米軍から通達が有ったが、既に海兵隊

が入っていることは知らない。返還は日本の要請により日米合同委員会で決定するが、その時

に米国側でどうしても必要だと言われると問題はむずかしくなる。ただ「返せ返せ」と言った

ところで駄目だ。返してもらうためにはそれに代る施設を提供しなければならない。貴方がた

の言うことは全くその通りです。私個人の立場から言えば日米行政協定は対等の立場ですが、

どうにもならないというのが日本の実情です。勿論、私として出来るだけの協力を致します。

　参議院議員会館訪問　議員と一問一答
　全日本学生平和会議本学代表団二名と全学連中執委鮒子田耕作君の三名は、同日参議院議員

会館に左派社会党亀田得治、同外務委員佐多忠隆、同竹中勝男の三氏を訪ね、校舎返還運動の

協力を要請した。

亀田得治氏談＝私に出来るかぎりの協力を致します。とりあえず嘆願文を二－三十通送って下

さい。

佐多忠隆氏談＝五月十、十一、十三の外務委員会で政府の態度を徹底的に追求します。

竹中勝男氏談＝私は同志社の教授をしていたとき大阪商大の河田学長のお世話になっています。

杉本町へも幾度か講演に行ったことがあります。諸君の校舎返還運動は政治的なものでなく、

勉強したいという学生としての基本的要求です。今後の決起大会などには私た
（ママ）

参加したいと思

います。

［２面］

　同情呼んだ校舎問題　平和こそ解決への道＝分科会＝（14）　

　（前略）

　★基地問題についての小分科会＝特に本学の杉本町校舎について討議が集中し、現在全国で

唯一校接収されたままになっていることが、大きく問題化し、全代表の同情と激励を受けた、

基地反対運動全般に見受けられる欠陥は、学生があまりにも「学生の特権」をふりまわしすぎ

たことがあげられ、もって一般市民労働者、農民と結びついた、幅の広い運動も組織する必要

があるとされた（五十二名）。　（後略）

───────────────────────────────────────────────
（14）　この年（1954）3 月 1 日のビキニ水爆被災事件（いわゆる「第五福龍丸事件」）を契機に、日本各

地でさまざまな原水爆禁止の大衆運動が展開された。このうち学生によるものとして、5 月 2 － 5 日
に東京で「全日本学生平和会議」が、約 1600 名の参加者を集め開催された。この記事はその分科会
の様子を伝えるものである。
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◦第 51 号（昭和 29 年 6 月 10 日）

　校舎返還問題決定的段階へ
　靱学生大会デモ決議　十六日市会へ要請
　六月四日、米軍西南司令部情報課の発表でキャンプ・サカイ（杉本町校舎）の相当数の施設

を米海兵隊に移管することが極東軍司令部で決定された旨明らかになった。これを裏付けるよ

うに、福島特別調達庁長官は十二日来阪しキャンプの実地調査にあたり、学長、事務局長、市

外事課長がこれに立会った。日米合同委員会ではこの実地調査をもとに、十七日同会議で杉本

町校舎問題の決定を見るものと岸本事務局長、市外事課長は確認し、ここに返還問題は大づめ

に至った。

　十二日一時限、上林、技術史（講堂）の途中から返還運動についての教室討議に移り、九時

半から学生大会に切り換えられた。五〇〇名の活発な討議の後、杉本町校舎接収反対を決議、

演劇部の小田切君を代表として日米合同委へ送り、全学連大会、代表二十数名に校舎問題折衝

を託した。

　午後二時学長、事務局長、学生部長は学生代表市大新聞記者と会見し次の如く言明。

　学校側としては全面返還を従来どうりつづける、米軍は自衛隊増強とともに帰国する予定で

その終
（ママ）

結地とし杉本町を使い、遅くとも来年十月迄に全面返還したいとのことだ。

　伊関国際協力局長も強く我々の要求を持って折衝している。即時全面返還のむずかしい場合、

確実な返還期日を約束するとともに旧予科、高商、本館南運動場を直ちに返す様に二段構えで

交渉する。

　尚杉本町では十六日学生大会が持たれ返還を討議する。硲学生部長が学生部代表として

　学校側は学生が考えているより返還は容易だと考える、と言明。

　同学生大会は抗議のため、十六日授業を放棄し、学生大会を九時から開きデモ行進をもって、

市会に訴えることを絶対多数で決議した。十六日の同盟休講、デモは本学最大のものとなる模

様（午後四時半現在）。
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◦第 52・53 号（昭和 29 年 7 月 5 日）

　校舎返還　今日注目の総決起大会　

　　二千五百が結集か
　　　中之島「即時返還」の要求の下に
　全学四千の教授教職員学生を結集して杉本町校舎全面返還を闘う全学総決起大会は、今日午

後一時から中之島中央公会堂で開かれる、この大会に向けて過去数週間に亘って積み重ねて来

た実行委の努力は、返還運動史上空前の広さと深さを以て全学の要求を天地にとどろかせよう

としている。

　杉本町校舎全面返還全学総決起大会は、「即時全面返還」の基本スローガンの下に今日午後

一時から中之島中央公会堂で全学々生教授教職員と大阪出身の国会議員、市会議員、及び大阪

商大、市大の同窓会有志を集めて開く。靱、杉本町両学舎では数週間に亘る徹底したクラス討

議や学生集会を基礎に殆んど全学生が参加する体勢にあり、各クラス、ゼミサークルが最低一

本のプラカードを持って市中進行にくり出ようとしている。家政学部でも先週の学生大会で実

行委を選出してから、全学生を集めて大会にのぞもうとしている。理工学部では全学生が一致

してとまでは行かずとも、新しく出来たクラス代議員や、靱・杉本町からの呼びかけに応えて

有志が多数参加するものと見られている。

　かくしてこの総決起大会は返還運動史上空前の規模を以て闘かわれようとしており、何より

も特徴的なことは教授会から各学部別に実行委を作り、学生と一体となって斗う大勢に出て来
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ていることだ。

　実行委員会側では、午後一時－三時の大会では「即時全面返還」と「教授・学生・同窓会、

市民の統一組織を作って夏休みに望
（ママ）

もう」という二つの基本決議を中心に、この大会を夏期休

暇に向かう体勢を確立する場としようとの見解に立っている。大会終了後午後三時からデモン

ストレーションに移り中之島－市庁－淀屋橋－北浜－本町－府庁－馬場町と、学長を先頭に市

中行進をする予定。

　池田実行委員長談＝今日は少くとも二千五百は結集するだろう、我々はあくまでも杉本町校

舎即時全面返還の基本的スローガンの下に全学生を統一して斗いたい。

　教室代表者ほとんど出そろう

　ウツボでは教室代表者を選出中であったが七月一日現在、Ｃ１Ｂ、Ｃ２Ａをのぞいて全教室

の選出をおわった。なおＣ１Ａ、Ｅ２Ｂにそれぞれ一名欠員（後略）。

　長期運動を編成　市民と共に「全面返還」へ　決起大会
　校舎返還決起大会は十八日午前九時から、杉本町講堂で開かれた。

　杉本町学生約三百五十名、靱学生約四百名が集った。阪大学生委員会、近藤商学部長、駐留

軍労組など各方面より挨拶とメッセージがあり外務省、特別調達庁、国会を訪れた全学連大会

代表の報告、富永経済学部長などの当局との折衝報告があった。

　十二時過ぎ家政学部二百名が拍手に迎えられて到着、大会の雰囲気は高まった。

　恒藤学長の挨拶ののち、運動を長期的に続けるにはどうすればよいかという点に熱心な討議

が集中され、要旨次のようなことを決議したのち五時三十分、延々七時間半に亘る大会の幕を

閉じた。

決議事項

この運動はイデオロギーを含まない。

一、学内対策

　①活動組織

　Ａ、実行委員会を結成

　Ｂ、教授職員との統一機関設置

　Ｃ、Ｄ、Ｅ、省略

　②具体的活動（省略）

二、市民対策

　①世論を喚起する

　Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ、省略

三、学外対策

　①市当局

　②日米合同委
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　③キャンプ周辺へそれぞれ働きかける

　県人会も動く

　福井県人会では、夏期休暇の帰郷に際し、全県人会員が一致団結して杉本町校舎返還と原水

爆禁止の署名と話合いの活動を行うことになった。帰郷センターの設置、連絡方法等は近日中

に具体的決定を行う予定。

　同窓会総会開く

　六月二十五日午后五時より野村ビル七階の有恒クラブにおいて今年度総会と新入会員歓迎を

兼ねた大阪商大同窓会が開かれた。

　学校側から恒藤学長、藤田教授が出席、約三百名の盛会であった、

　演奏会でアッピール

　グリークラブは十九日奈良県郡山高校に演奏出演の際、校舎が分散しているため部活動が困

難をきわめること、一日も早く杉本町校舎を返してほしいと思い運動をおこしていることを訴

えた。返還運動の新しい型として実行委でも高く評価している。

　家政学部で学生大会　返還運動など討議
　二十三日一時から家政学部学生大会が同学部講堂に百五十名の参加をもって開かれた。

　大会では校舎返還問題について十八日の全学決起大会の決議事項を再確認し実行委二十名の

選出を決定、家政学部自治会の強化について真剣に討議し一、学生と学委の団結　一、他学部

との友愛的協力　一、年二回の定期学生大会をもつことを決定した。財政報告、女子寮建設に

ついてのアッピールがあって散会した。

D2 男子Ｔ君の話　学生大会の成立したのは初めてで、私たちは生活を充実するためにたちあ

がったのだから今日の議事運営などが熟
（ママ）

でも今後の発展が期待できる。

　靱校舎学生五百のデモ　五月雨の中市庁へ請願
　十六日、靱の学生約五百人は市庁へ陳情デモを行った。午前中学生大会をもち午後はさみだ

れの中を信濃橋－桜橋－梅田新道を経て中之島に到着、公園で文教委員長の伊藤氏からこれま

での市の交渉経過を聞いた、一方、市庁、調達局、理工学部、家政学部へ代表団を派遣し、即

時返還の要請と激励文を手渡した。又、市会へ行った代表団は、黒瀬外事課長から、井関国際

協力局局長、福島特別調達庁長官との交渉経過報告を聞き、折から開かれている市会に各党の

議員を訪ね、各党委員会で校舎返還の問題をとりあげてもらうよう要請した。

　保安隊員も署名　商２Ｂ街頭署名に出る
　商学部二回生Ｂ組では、先のクラス会で全面返還街頭署名運動をすることを決定したが、去

る六月二十六日（土）午後一時からナンバアベノの各ターミナルで十五名が参加して行った。

　午後五時までに合計二千五百の署名と千三百九十二円が集った。
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　土曜日の午後とて勤務帰りの会社員が呼びかけに応えて署名してくれたのをはじめ、若い娘

さんや、中には保安隊員までも署名してくれた。

　社研でも

　社研でも去る六月二十五日アベノターミナルで署名運動を行い約三時間に六百の署名と

五十五円のカンパを得た。

　外務省全面返還で交渉中　黒瀬氏大阪市外事課長部長会議で語る
　杉本町校舎返還問題に関し、外務省、特別調達庁に実情報告と請願交渉のため上京中であっ

た、大阪市外事課長黒瀬氏は二十九日、本学部長会議の席上で外務省、特別調達庁の交渉実情

について次のように語った。

　特別調達庁福島長官の言では、特調としては米軍に対し当面チャペルの移転、正面道路の返

還、米軍用の入口を北側に作る、野球場の敷地の返還の四項目をあげて交渉しており、入口の

件は七月末に工事終了の予定で実現するはずだ。外務省側は全面返還の線で交渉を進めている。

特に全面返還の時期問題を追求しているが現在米軍からの確答は得ていない。又校舎の再接収

はしない。以上の点を確認した。

　ゲート取除かる

　六月二十四日に代表団がロール大佐と会見して請願したゲートの問題は、三十日朝、駐留軍

労務者の手によって取りのぞかれた。この日登校する学生の顔は折からの雨にもかかわらず晴

朗だった。

　臨時国会で問題化　野原氏ら確約す
　六月二十三日正午から四時間に亘り、靱の会議室に於て、社会党国会議員亀田、松原、野原、

大矢、村尾、久保田の六氏と松田学生課長、福井教授、林助教授及び実行委員をはじめとする

約三十名の学生が膝をまじえて、杉本町校舎返還のためどの様に運動を進めて行くべきかの懇

談会を開いた。

　まず池田（Ｌ２）返還委員が特別調達庁では「今年十一月に来年十月に返すかどうかが分る。

そこで新築校舎を建てるかどうか考えてみよう」と回答したと報告した。

　亀田氏は「この回の米軍の行動はあくまでも不法行為であって米軍が使用目的を変更したこ

とは徹底的に追求すべきである。杉本町校舎が病院から兵舎へ性質を変えられることは返還運

動の致命傷である、米軍にこの苦しみを感情的にわからす様に勤めよ」と感想を述べた。

　福井教授の「具体的にどうすればよいかに困る」の発言から国会議員としての運動に質問が

移った。松原氏等は次のように述べた。

　外務、文部委会で公式に杉本町問題を追求して行くべきだ。臨時国会へのデモ、請願を掛け

るより野党でそれを追及しよう。

　右の様な議員の発言の内から、「臨時国会で杉本町校舎即時返還決議を出そう」との確約を
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得た。

　風紀問題に就いて、松田学生課長は「住吉署に連絡し緊急対策をする」と返答した。国会議

員から以上の様な風紀問題や学生の動きを常に連絡とってほしい。共同して返還運動をすると

確約があって盛会の裡に終った。

［３面］

　学生全体が参加できる線で
　二十八日の実行委員会で問題になった点は非常に重要な意味をもっている。ただ単に三十日

の大会に参加するかしないかだけの問題ではなく、校舎返還運動の底を流れる全学生の二つの

考え方の表われである。

　返還運動の特徴は、これまでみむきもしなかった消極的な学生も参加しているという事であ

る、彼等はイデオロギーぬきで運動に参加している。その為に全学の統一が成功したとも云え

よう。しかし一方に於ては、一つの運動に行動をもって参加する事によってその本質が他の問

題と共通する所がある事を見出し、より広い闘争に発展するものだという考え方もあり、今度

のように返還運動の大会に於て「他大学や世論に訴える」という決定があり、この為の一つの

チャンスとして三十日の大会に参加したならば、大会そのものの性質から返還運動以外の問題

にタッチした事になるという場合、全学生の団結について、誰れもが奇妙なほどに神経質になっ

ている折からその解釈の仕方が注目されている。

　権利擁護大会には参加せず　自治会の名で学生に呼びかけ－実行委員会－
　六月十二日の福島特別調達庁長官の来阪を契機として、校舎返還運動は決定的な段階が来た

とされ、その後目まぐるしいほどの精力的な活動が続けられている。十五、六日の学生大会に

は以前にみられなかったほどの学生が集まり、熱心に討議に参加し、基本的な前提として「一

切イデオロギーを含まない、したがってスローガンは杉本町校舎全面返還一本とする」事が打

出された。その後この決定にもとずいて運動はつづけられ靱に於ては、学生結集は一応成功し

たとみられるに至った。

　しかし今度は今後の具体的な運動方針そのものに行きづまってしまい、結集した学生の力を

どうもっていくかゞ実行委員の最大の任務となった、このようにして二十八日に全学実行委員

会がもたれたのである。この会にはすでに選出された各教室の実行委員やゼミ代表が集まり組

織問題、夏休みまでの行動などについて詳細に行動計画を討議した。その中で六月三十日に行

われる全大阪の「学生生活と民主的諸権利のヨウゴのための大会」に実行委員会として参加す

るかどうかが問題となった。

　この大会には阪大北校としては「我々の原、水爆禁止運動は市大に於ける杉本町校舎の返還

運動や浪大に於ける寮問題と共通したものであり我々は我々の権利を奪おうとするものに対し

て、断乎として闘う」という立場から、原、水爆禁止と同時に市大の杉本町校舎返還要求のプ

ラカードを作っており、実行委員会としては、杉本町校舎返還運動のためにのみ作られた実行
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委員であるだけに広範な学生運動に参加す

る事はせっかく、ここまで結束させた、全

学生の団結に悪影響を及ぼすのではないか

と恐れるむきもあり、学生大会で討議され

た根本的な問題がそのままの姿で出てきた

わけである。

　この問題は重要な意味をもつので二、三

の実行委員の意見を聞いてみた。実行委員

の角野君は「実行委員会としては三十日の

大会には参加しない方がよいと思う。いづ

れは我々のこの運動も、もっと巾の広い、

学生運動に連ならねばならぬと思うが、現

在の状態ではまだむりだと思う。」と云い、靱の実行委員長の池田君は「二十八日の全学実行

委員会で法学部三回生の代表は、実行委員会の名としては、返還運動以外のスローガンをかか

げている三十日の大会には参加しないでもらいたいという意味の事を云っていたが、それはお

かしいと思う。我々の返還運動は、学長から小使まで、又、地元の住民、更に扇町商業のよう

に我々の為に校舎をとられている、生徒達等の大きな協力を得なければ成功しないのであるか

ら、現在神経質的になっている学生達を極力説得して、やはり三十日の大会にも参加すべきだ

と思う」と云っている。

　又同じく靱実行委員の丸山君は「我々から校舎を奪おうとするもの、原水爆の実施に協力す

るもの、或いは浪大寮に於て学生の権利を奪おうとするものとはみんな同一だ。法三のゼミ代

表が云った事は、一番消極的な学生の意見だと思う、あゝいう意見が全学生の意見とみるのは

大きな誤りで、もっと多くの中間の人々の意見があるはずだ。その人々もやはり三十日の大会

には参加すべきだという意見だろうと思う」又自治会執行部の田原君は次のようにいっている。

　「返還運動」一本というたてまえで結成された実行委員会としては、全学生の分裂を避ける

という意味で、返還以外の大会には協力するという程度にすべきだと思う。そして自治会とし

て他の色々な要求を出し学生にも自治会の名で呼びかけるようにしたらよいと思う」又法四の

山本君は「自治会の仕事と実行委員会の仕事を明確に分けるべきだ、学生運動に全然無関心な

ものでも、返還運動には結集してもらいたいものだ」

　

◦第 54 号（昭和 29 年 9 月 10 日）

　参院文部委、積極的な動向　杉本町校舎全面返還問題
　　根拠うすい福島談話　来秋返還説は望みうすか
　（九月六日東京発全学新）八月二十七日の参議院文部委員会で福島特別調達庁長官が米軍側

の意向として「来年の秋か或は年末に必ず返す」と発言したが、それについてくわしい事情を
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調査するため九月に入ってから同長官に再三面会を求めたが、同長官が全駐労（15）ストのため

多忙で会われず、松木調査官と面会した結果、特調としては学校（杉本町）の条件改善とグラ

ンドの返還要求など今までの線で交渉に当る、現在米軍側は来年十月までは接収使用を続ける

が、現在の状態だとそれまでに移動、撤退などで一応不必要になるはずだが国際情勢いかんで

どうなるかわからないとの理由で、返還については一言もふれていないことがわかった。従っ

て福島長官の言明の裏は代替の建物を建てて学生を入れる案になるのではないかと思われる。

　政府「何事も止むを得ぬ」　学長、窮状を訴う
　四日の参議院文部委員会は、政府側関係者として岡崎外務大臣、外務省国際協力局次長関氏、

同局第三課長安川氏、特別調達庁次長山之内氏、文部省管理長近藤氏らが出席して開かれ、文

部委員との間に活発な質疑応答がかわされた。

　その間、恒藤学長は杉本町校舎接収の現在までの経過、現在の窮状を訴えたのちに更に次の

ように述べた。

　三商大戦のときも、東京の学生がこんなにひどいとは思わなかったと云ったほどである。近々

マレーの学生団が来ることになっているが、こんな状態では見せるのもどうかと思う。年若

い学生諸君の気持を十二分に考えていたゞきたい。われわれとしては学生諸君にもっと慎重に、

もっと理性的にやろうではないかとなだめている。学生諸君はいまのところ非常に慎重に、非

常に理性的にやってくれてはいる。

　この点関係者各位におかれては十分に考慮していただき、この問題についてなんらかの解決

が見出せるよう特別の御考慮をたまわりたい。

　当日の質疑応答の中で主なものは次の通り

　荒木文部委員　接収解除の為に政府は具体的にどのような努力をしたか。

　文部省近藤氏　二十八年一月、文部次官名で外務次官宛引続き返還されるよう依頼し、また

調達庁施設協議会へは口頭で依頼している。

　外務省関氏　　今年初頭以来、合同委下部機構たる施設特別委員会で特調長官中心に話合い

を進めている。

　荒木文部委員　交渉の仕方が自主性がないと思える。施設の用途変換は米軍が勝手にやるの

か。

　特調山之内氏　米軍の立場から言えば、当初、軍施設であったからそれを米軍が使用するの

は当然である。用途変換は先方の意向通りになる。米軍は事変の為、やむな

く病院として使用しただけである。全面解除は先方の立場から言って困難で

ある。

　剣木文部委員　休暇がすんで全学生が登校した時どんな気持になるか。金網の中の学校では
───────────────────────────────────────────────

（15）　全駐留軍労働組合の略称。在日米軍基地労働者により組織された労働組合。1946 年 9 月に全国進
駐軍労働組合同盟として発足、1952 年に改称し、現在に至っている。この年（1954 年）には、特別
退職金を要求して全国統一ストを行った。
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学生が残念がるのも無理はない。政府が誠意を示さねば学生はおさまるまい。

残っているのは市大だけだ。なぜその一つが返らぬのか。　

　岡崎外相　　　日本防衛上あの方面が必要だからマリンが来たのであって止むを得ない。

　松原文部委員　使用目的が変る場合はアメリカは一方的にやるのか。

　岡崎外相　　　目的が変れば当然話合う。アメリカとしてはキャンプに引続き利用したかっ

たのを、事変の為止むなく転用していた。だから病院の用途がすめばもと通

りマリンが帰って来るのは当然である。

　松原文部委員　それは理不尽だ。

　来秋には返る？　福島長官答弁に立つ
　参議院文部委員会は、二十七日再び杉本町校舎問題をとりあげた。当日の政府側出席者は福

島特調長官、秋山外務政務次官、赤木文部政務次官、近藤文部省管理局長の四氏、本学からは

実行委副委員長近藤教授（商）、古畑講師、佐々木経理課長、池田学生実行委員長が傍聴した。

　この日福島長官は大要次の通り述べた。

　現在アメリカ側は「来年の秋には地上部隊の撤退と移動を行う方針であり、来年秋か或は年

末には必ず返す」と言っている。われわれとしてはその日付をはっきりさせる一札をとるため

に努力している段階である。さらにはそれまでの部分的改善として、出っぱっている所を返し

てもらうか、もし、その日付が今日明確にすることが出来ないのなら、とりあえず裏の空地だ

けはすぐ返せと交渉している。代替物を建ててそこえ米軍を移すという事も交渉したが、アメ

リカ側はわれわれは来年には返すのだから無駄ではないかと言った。

　また須藤文部委員（共）の、「あなたはアメリカ側の言葉を信用できるのか、」という質問に

対して米軍のいうことを信用していると答えた。

　なお、杉本町校舎接収解除は来年の秋だとする政府側の言明には、以上の福島長官の他に特

調の山之内氏の「九十三回合同委員会で来年十月一日まではマ
（ママ）

リが使うことに決定している」

という言明（四日の参院文部委員会）がある。しかし学生委員会ではこれは全くの希望的観測

にすぎない、という見方をしている。

　次回の参議院文部委員会は九月十六日から三日間開かれるが、それまでに政府側の、当面の

最終的結論を出させる方針を決定している。

　論説　校舎返還　運動方針の再検討を望む
　福島調達庁長官は「国際情勢の変らぬ限り来秋十月には杉本町校舎は返還されるものと信ず

る。」と談話を発表した。昨年春の調達庁発表の中にも「朝鮮戦争がすめば、国際情勢が変ら

ぬ限り、校舎は返されるだろう」とあった。事実は国際情勢がどう変化したかは知らぬが、校

舎は休戦協定成立後も返ってこなかったばかりか、どう云う理由でか病院がれっきとした軍事

基地となった。
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　最近の米国々防省の発表によると朝鮮から引上げる米兵の多くは、日本に駐在することにな

るのだという。更に沖縄あたりの米軍の一部も日本へ回されるらしいし、アメリカがやっきに

なって成立を急いでいる SEATO（16）が実施されるとなると、例え日本がその加盟国ではなくと

も、アメリカの太平洋防衛機構の一環として益々重要な位置を占めることになろう。してみる

と国際情勢とはこの様な道筋にそって変化するものと思われるが、それを当然知っているだろ

うと思われる福島長官が、如何にアメリカを信頼するとは云え、このような言を吐くのは一時

的な云いのがれのように思える。

　校舎返還運動と云えば、今年の夏ほど多くの学生が遠く故郷の地で署名運動に、話合いの活

動にと積極的に入って行ったのは全くすばらしい事だ。だが、ありとあらゆる形で校舎問題で

運動したこれらの学生の大部分は、運動の実際の中で、今一つの大きな壁にぶつかっている。八・

六広島平和祭の三万人、八月二十九日の関西平和祭りの四万五千人を始め、全国各地でこの夏

持たれた多くの平和祭には、原水爆から人類を救えと、かつて見られなかった程の広い層から

記録的な人数が動員された。地方の農村や漁村でも原水爆の問題が生活の問題として働く人々

の深刻な問題となっている。そこでは多くの学生が原水爆反対の署名運動や幻燈会を行ってい

る。

　このような中へ入っていった本学の学生達は、休み前に実行委員会の出した「あらゆる政治

的な他の問題とは別個に返還運動を行う」という方針と現実の日本の平和運動の進展の間に大

きなギャップを感じている。その結果多くの学生は返還運動よりも原水爆反対運動に積極的に

活動した。

　これは一体どういうことなのだろう。我々の校舎返還の運動も、より広い層の人達の同情と

支持を基礎として行く以上、これらの人々が当面するいろいろな問題に対して、我々が全然同

情も支持も示さないと云うのは、あまりにも自分本位の考え方だろう。我々はもっと大きい視

野で世の中の動きを見なければならないし、原水爆問題を中心に飛躍的にもり上った国民運動

の中で、校舎問題を如何に動かして行くかを、もう一度考え直して見るべきではなかろうか。

　我々は今こそ、平和と民主々義と生活を守る全国民的な運動の隊伍に、我々独自の要求─杉

本町校舎全面返還─をかゝげて加わることこそ最も重要だ、と感じたのは一人や二人だけで

あったろうか。

　休み中の返還運動の経験の中から、我々の運動方針を再検討してみるためのクラス討議と全

学々生大会の速かな召集を呼びかける。

───────────────────────────────────────────────
（16）　東南アジア条約機構（Southeast Asia Treaty Organization）の略称。1954 年 9 月にマニラにおいて、

アメリカ、イギリス、フランス、オーストラリア、ニュージーランド、パキスタン、フィリピン、タ
イの 8 カ国により署名された。反共を目的とする軍事同盟であったが、その後の国際状勢の推移によ
り、1977 年に解散した。
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［２面］

　署名三三三七七票へ　夏休みの校舎返還運動
　二カ月にわたる夏休みも終り、杉本町校舎返還運動が新しい段階に入るとき、過ぎ去った休

み中の校舎返還運動をふりかえってみよう。

　まず七月十日、休みに入ると実行委員会は各校舎に夫々実行委員長、副委員長、書記、情宣、

渉外の責任者を決め、更に全学的組織にまで高めて全学実行委員長に池田君を推した。実行委

員会は昨年の二の舞を演じることを避け、月に二回定期総会を開き、又毎日二人ずつ日直者を

おくことを決定した。

　一方教職員組合は校舎問題に積極的に乗り出すことを決め、学長を実行委員長に推した。こゝ

で特に学生との連帯が強く主張された。八月三日－五日の参院文部委員会には学長、事務局長、

藤田、牛尾教授が代表として派遣された。また学生の署名運動も活発に行われ新聞会は毎週土、

日曜の午後難波高島屋前で、実行委員会は毎週日曜の午後梅田天王寺で、家政学部有志は毎週

日曜の午後戎橋で夫々行い、その他豊中高 OB、E1B、J3、社研なども随時行い、九月三日現

在署名三三三七七名、カンパ一一八三五円に達している。なお教職員組合も数回にわたって学

生に協力している。八月二十一日には実行委員会池田、安達、立石の三名が堺キャンプロール

大佐と会見し、去る六月二十四日本学有志ロール大佐との話合い後の CIC（17）の身元調査に対

して抗議をした。この会見でロール大佐は「私の隊は CIC とは何の関係もなく、私も CIC に

身元調査を頼んだ覚えもない。このような問題を起して申し訳ないが私の権限外でどうにもで

きない」と陳謝の意を表している。八月二十五－七日の参院文部委員会には近藤教授、古畑講

師、佐々木経理課長、池田実行委員長が傍聴と陳情のために上京し、九月三日－五日に東北大

学で開かれた第六回全学連中央執行委員会には、大森実行委員が代表として杉本町校舎の現状

を訴えている。

　今年の校舎返還運動を実行委員はどう見ているだろうか。商三の岡村誉一君はこう語ってい

る。「昨年の実行委員会がわずか二週間で消失してしまったのに比べて、今年長期的な実行委

員会ができたのは、学生全体に『今年やらねば』という盛り上りが見られたことが原因だと思

う。今夏の我々の方針は①杉本町校舎問題の高校生へのアッピール②教職組との連帯に狙いを

おいたがこれはどちらも成功している。我々の署名運動に京大、神戸大、一橋大などの学生が

協力してくれたこともこの運動の前進を物語っていると思う。とにかく我々の運動は長期かつ

困難な斗いである。全学の団結なくしては我々の願いを実現させることはむずかしい。」

　尚、実行委員会は九月十六日に参院文部委員会に対する政府の最終的回答が行われるまでに

全学大会を開くもようである。

───────────────────────────────────────────────
（17）　対敵諜報部隊（Counter Intelligence Corps）の略称。米陸軍内の部隊で 1942 年に発足し、軍への

反逆や破壊、スパイ活動の調査・監視などを主な任務とした。
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　はやくも「基地化風俗」
　　米兵民家へ侵入　頻ぱんに起る暴行事件
　国内、国外をとわず、世界のすみずみから「平和をよこせ」の声が湧き起っている。にもかゝ

わらず日本の現状は巨大なるアメリカ独占資本に隷属化した吉田カイライ政府の植民地政策に

よって、「植民地国日本」の名を欲しいまゝにしている。以下は神聖なる我々の象徴杉本町校

舎を荒らすアメリカ兵の生態である。

　

　靱女子学生会の有志は、杉本町に海兵隊が入ったために起った風紀上の犯罪やトラブルを調

査するため、附近の家をたずねてみた。

　まず兵舎附近の人々の話によると、終戦当時は召集兵が多かったので教養も多少あって親し

まれていたこともたまには有ったが、特殊婦人が出てくるようになってからは非常に風紀が乱

れて来た。その後病院になってからは、兵隊は減少したし外出もあまりしなかったので問題は

起らなかった。

　しかし今度の海兵隊は教養も低くガラも悪く、又それらを相手にしている特殊婦人の生活内

容も非常に貧弱で、その中にはヒロポン（18）患者も有って注射の跡だらけで化膿しているもの

もある。このヒロポンをうつのは性的行為を容易にするために最初は米兵に強要されたという

ことである。

　このような特殊婦人は生活困窮や米兵その他による暴行事件で自暴自棄のためなったものが

多い。こういう婦人達は昼間は暇であるから、銭湯が開けば大挙して押しかけるので近所の人々

は不潔だというので、わざわざ遠方の風呂へ行っている人もある。当の風呂屋に行って主人に

聞くとそんな人は少ししか来ないし、迷惑はかけていないといって聞いてもらいたくないよう

な態度を見せるのであった。

　又これらの人々に間借しをする家も非常に多く、借家人であってもその家賃を浮かす位の高

い値で貸している。学生を下宿させようという家とパンパン屋にしようという家とでは根本的

な考え方の相違が有る。それは子供の教育、その他道徳などに関心が有るかどうかの違いであ

る。　

　一方米兵の横暴による事件としては、浅香町では蚊帳の中に入って来て傷害暴行を加えた事

件が二つ有り、山之内町では夜中に時折主人が不在で門を開けていた所が、足音をしのばせた

米兵が土足のまゝ寝室へ侵入しようとした事件が有ったが、いずれもめんどうをおそれて届け

ないのが多く、従って検挙されたものは非常に少い。

　杉本町交番所及び住吉警察署保安課の話では、海兵隊が入ってから部長一名、警官一名を増

やして特殊婦人の取締を三日に一度行っている。又夜おそく帰る婦女子の要請が有れば家まで

送り届けていると話している。

　次に南田辺駅前附近の人の話であるが、近頃駅前に米兵専門のバーができて昼すぎから夜中
───────────────────────────────────────────────

（18）　覚せい剤、塩化メタンフェタミンの日本での商標名。
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一時頃に至るまで非常に騒がしく、ビールビンやイスの投げ合いなどという大喧嘩がひん繁に

起り、窓ガラス、ショウウィンドウを割られた家も多々あるが、その損害賠償の訴訟を起すに

も訴訟代の方が高くなって結局損になるというので、泣きねいりの形になるのである。

　商店も急激に増加し、風紀は乱れつつある。米軍相手の商売をしている人が多いので米兵立

退き運動は積極化せず、商売をしていない一般の家でも消極的である。

　このようなことは、我々女性にとっては犯罪とはならないまでも、莫然と襲って来る恐怖心

としていつもおびやかされねばならないのであり、ますます強力な基地反対運動をすゝめなけ

ればならないことを痛感しました。（靱女子学生会有志）

　兵舎にひしめく夜の女　ＧＩ訓練なければ別大
（ママ）

地
　終戦後、約十年間我々は杉本町校舎返還の日を待ちに待って今日まで至った。しかるに校舎

はいつ返るとも知れず、最近では米兵の数も、付近をうろつく怪しげな女の数と共に増す一方。

では我々の校舎は一体使用されているのだろうか。もしそうだとしたらどんな形で、本紙は信

頼すべき筋からの情報をもとに「キャンプ堺見てある記」をまとめてみた。

　キャンプ内に入ると整然と並んだ木造兵舎が数十棟有り、その東方に我々の校舎であるべき

はずの建物（旧高商、予科、体育館）がある。先ず兵隊の生活振りを探るべく木造兵舎へ入る。

兵舎内はあんがい整頓されている。そして兵隊各自がベッドとロッカーをもっている。ところ

がそのロッカーに貼ってある写真、グラビヤの全てが彼等のジャパニーズガールフレンド（パ

ンパン）又は本国のグラマーガールであって彼等の妻子や恋人の写真はごく少ない。これから

でも彼らの生活の一端をうかがえるわけだが、彼等の 50％は三－四人のパンパンを持っている。

　そして日本の女性なんか縁遠いというのはごく少数で、そのような兵隊は年配で帰国を熱望

していたとすれば彼らの年令は幾らぐらいだろうか。最年少者は満十七才でキャンプ内に二人

いる。平均年令を推そくすれば二十三－四才というところか。即ち人生のうちで一番活気に溢

れた年令であり、かつ金も有るのだからセックスが自然彼らの話題の中心になるのだろう。つ

いで兵隊の興味の的となっているのはバクチだ。これはトランプサイコロなどで昼でも薄暗い

兵舎の中で公然と行われている。

　彼等すべての者は兵舎が大学であることは知っている。一米兵と一問一答をかわしてみた。

問　いつ日本へ来たか。

答　昨年の八月でここへ来る前は沖縄、岐阜にいた。

問　君達の金網の周りや門の所に女がたむろしているがどう思うか。

答　ここへ連れて来てほしい。

問　日本の女とアメリカの女と比較してどうか。

答　アメリカの女は快活、開放的だ。日本の女といっても僕等の相手は普通の娘とちがうので

よくわからないが、おとなしい反面ずい分功利的だ。
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問　（旧予科校舎を指さして）あの建物は何に使っているのだ。

答　知らない。立入禁止だから。

問　体育館は。

答　内部が三つに分れている。一番東が室内プール（25 ５
（ママ）

ｍ）３コースだ。真中が籠球場、

西の部分がホールで時々映画会やコンサートなどが有る。

問　高商部は。　

答　一階が事務室、MESS･HALL、BED･ROOM。二階は BED･ROOM、シャワー。三階は

BED･ROOM だ。

問　国へ帰りたくないか。

答　帰っても失業だよ。それにここは設備が整っているし、金と女に不自由はないし、これで

訓練さえなかったら ･･･。正に別天地、帰りたくないよ。

問　ここが教育施設だというのになぜ接収か。

答　上からの命令だ。俺達はデクの棒だよ。その他については答えられない。

　最後に我々の目指す高商部、予科体育館にもぐり込む。成程彼等の言葉どおり高商部はフル

に活用されている。が体育館は兵隊の娯楽機関化されプールでは黒白いり交って十数人がわめ

きながら泳いでいる。使用すべからざる目的のために ･･･ と思うとせん望より憎悪が強い。次

いで予科校舎へ行く。が入口は固くとざされ立入禁止の札が下っている。あたりは薄暗くなっ

ているのにこの予科校舎内には電灯一つともされず森閑としている。たゞそこらの草辺ではな

く虫の声だけが聞えてくる。

　

◦第 55 号（昭和 29 年 10 月 5 日）

　どうする四十万の不足　大学祭行き悩む
　「大阪市の名物にしよう」と決意した第六回大学祭の連絡会は、九月二十二日に引続き

二十七日靱校舎で開かれた。席上、大学祭こそ全学の意志を統一して校舎返還への団結を強め

る絶好の機会であるとして、この旨を学生に徹底することを申し合わせた。日程は十月三十一

日から八日間で、後の方三日間に文化祭をあて、三日に陸上競技をすることになった。続いて

具体的な件に入り、大学祭の内容として大体次のような事柄が提案された。

一、校舎内返還実行委員会が総務委員会に参加し、アーチ、ポスターには必ず校舎返還のス

ローガンを入れる。

一、教職員も多数参加してもらおう。

一、体育の単位制については何とかして不公平をなくしたい。

一、婦人講座、労働講座、コーラス等の一日大学を盛んにしよう。

一、学長、市長各杯を設けて競争意識をもり立てよう。

　次に財政問題について討議を行った。

基本的には大学祭費全額を大学側が負担すべきであるが、今年は、一部二部合わせて十九万円
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しか出ず、しかもここから一割削減するという。それに、寄附が昨年並に考えて六万円入ると

して収入は約二十五万円である。これに対して支出予定は、一部二部文化祭費として二十三万

円、体育祭費十九万円その他で計六十五万七千円、差額は四十万七千円にのぼる。

　この大きな不足額のうめ合わせに準備会では頭を悩ませている。

［２面］

　校舎はどうなる－参院文部委員会を聞く－　
　　はっきりしない特調　すべて米軍の云うまま
　参院文部委員は、前回の委員会で政府の折衝経過と米軍の回答を九月十六日からの文部委員

会で聴取する事にしていたが、九月十六日の文部委員会で福島調達庁長官より次の報告がされ

た。

相馬　長官と国際協力局長に聞き正だしたい。今迄の交渉には敬意を表わすが未だ判然として

ない。来年の半ばに大体解除と、いっているが只それだけなのか、結論のみに聞こえたが。

長官　堺キャンプの民有地であった所には莫大な金がつぎ込まれており、この施設を他に移し

てと言うのは伊関氏時代の交渉だが、米側では来年の十月にはあけるというので代りの

ものは要らぬと言っている。それに関する問題はもう問題になっていない。米側で返還

第一順位にするというのは明らかにあける事なのだ。

相馬　それは日本側の判断を加えての発表だと思う。米側の回答者は？

長官　日米合同委員会施設特別委員会米側代表スミス少将である。

相馬　スミスと日本政府が合意したら実現すると見てよいか。日本側の代表者は誰か？

長官　日米合同委員会での事務は残るが完了する。日本側は私である。

相馬　暫定処置としての一部返還は重要な問題である。だが聞く所によると学校側としては前

の一部返還の時のようにチャペルの返還ぐらいならむしろいらぬ。我々は即時全面返還

を要求しているのだ。一部返還でのまされはしないと聞いているが、政府としてどの様

な具体策を入れ、そしてそれはどうなっているのか。

長官　第一に両者の門の所在、入口の接近によりマサツをさける為に、米側のを北側にまわし

学校のは之を正門の位置にする。従ってチャペルもあけねばならぬ。第二に講堂裏の入

口と野球場が近すぎるため米側の金網のつけ変え、第三に学校側の増築等考慮し、南側

の空地の返還を申し入れた。これに対して米軍からは第一、第二は可、ところが第三は

現地部隊から応じかねるとの事であり、当方としては米軍からの修正要求をつっ返した。

相馬　スミスとの交渉には公式文書の交換はやっていないのか。それは私的文書にでもできぬ

のか。スミス少将と貴方が要職にあるならいいが、もしそうでなくなったらと思って何

らかの担保がほしいのだが。

長官　当方からは市大を原則的に返せとは出しているが文書にする回答はない。只席上公式に

来年中には返る予定である。だが何月何日とは出ておらずその期日の検討を行っている。
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部分返還の方は文書によって行っている。

荒木　スミス少将との交渉の過程を問う。

堀　　八月二十八日加賀山、高田員と外務省へ行き秋山政務次官に会って善処を要請した。八

月三十一日、調達庁で加賀山委員と三人でスミス少将に会った。この時スミス少将は「こ

れは米軍に於ても重要な問題であり、大学のみならず小学校に迄影響している事は聞き

知っている。返還問題では優先第一順位にし来年六月末迄に見通しをつける」と云った。

私共としては十三日には学生が登校する点を附加え早期善処を要望した。

剣木　席上で「来年の六月頃迄には明示するよう努力する」では不確定であり学生はだまって

はおらない。スミス少将にしても誠意を以てやっている様子は見えたが、学校側として

みれば未確定のままであり、聞くところによるとこの会には非常な注視をしており、事

によっては大会を開き何らかの処置をつけようとしている。この学生の気持をなだめる

為の応急処置としての部分返還の期日の見通しはいつなのか。

長官　来年の秋といい六月といっていたが、これでは困るのではっきりさせるよう交渉してい

るが、先方ではすぐに来年の期日は定められぬ、確定的な案がはっきりしないとくりか

えしている。でも六月迄にはやるのであって再来年になるのではない。時期の約束は六

月以前にされ政府として期日を定めて約束させる点は、もう少し話を進める努力をし安

定度をとりたい。部分解除は、これは司令部より現地司令に命令がおりる迄はわからぬ

が極めて近々である。

須藤　政府からは返還期日を定めて交渉しているのか。

長官　此方から期日を定めて交渉はしていない。

須藤　何故していないのか。

長官　アメリカに帰らぬ限り日取を定められない。

須藤　それはおかしい。学生としても即刻返せといっている。学生の身になってやらねばだめ

だ。米側の立場のみ考えているからますます横着にさせるんだ。何故もっとはっきりさ

せぬのか。

長官　私の行っている交渉には間違っているとは考えていない。

荒木　それなら期日はでているではないか。

長官　先方では決っているようだが公表しない。ドタン場迄行かずとも公表される事と思う。

加賀山　意見が一致していながらはっきりした事がいえない。これは軍の機密か、予算の事か、

それとも先方に於てスミス以上の権限の者にあるのか、又は陸海軍の関係か。

長官　先方のはっきりせぬのは機密の点だろう。今明示する事のできぬのは軍の動きの為なの

だ。

竹下　十月が六月頃になった。ところがスミスと堀委員長の会見では六月頃に明示するという

らしいが－。

堀　　来年の中半には確定返事ができると私共は聞いた。
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竹下　米軍が引き揚げる。と確定返事が明示されるでは大部違う。長官の答弁のように了解し

ていいのだな。

長官　十月返還の返事を六月迄待たされるのではない。もし六月確答というならば問題は逆転

だ。

相馬　私共としては長官のを正式に入れたいと思うが－。

堀　　私の聞いた事は間違いない。しかし私の方は通訳をはさんでの事だし、長官は自ら直接

英語でされてるのだから長官の方を正しいとみてよいと思う。

長官　来年中半頃には解決されるだろうと信ずる。

相馬　来年中に解決策を示すというのではなく解決されるのか？

長官　その通りだ。

高田　外務大臣を動かして軍の政策に対してやることゝ推察するがこの面の努力は？

長官　政治的に扱って効果あるとすればそうする。しかし外相と直接の関係はなく、今は技術

問題が主である。要するに向うの兵隊の「入れもの」が必要なのだから。

高田　外務大臣の出る幕ではない事はわかるが、三井や三菱のような巨大な財閥のビルの解除

の時には、池田さんが相当動き政府もいたれり尽せりだったが、市大の問題には冷かだ。

この問題を政策案にして糸口をつけてほしい。

長官　外務大臣が出る幕でないというのではない。私としても学生の身になってとの熱意に於

ては決して他にひけをとらぬつもりだ。今後も努力する。

剣木　今回の答弁に決して満足したものではない。今後の事を相談しよう。（福島長官、湯川

局長等は退場する）

吉田　特庁方面のみたゝいたが、当の文部当局は何をして来たのか。

赤木　決して熱意がないのでは
（ママ）

い。

吉田　市立だから直接関係なしとして市にまかしたのか？

近藤　間接的に折衝して来た。市立であるからといって差別扱いはしない。只調達庁と合同委

員会に資料の提供とかはやって来た。

吉田　どうもふにおちぬ。形式的には了解するが内容を調査し検討したことがあるか？

赤城　市大のみ未解決であり、また一番ひどい。文相自体としては手を打とうとしたことはない。

　聴衆わずかに五十人　低調だった帰郷活動報告会
　九月二十日、四時限を全学休講として午後三時から靱校舎講堂で夏期休暇中の活動報告大会

が開かれた。

　しかし学生の関心は薄く、聴衆は約五十人という閑散さ。報告内容も校舎返還運動関係だけ

になり、同四時二十分閉会した。

　大会中実行委員会副委員長山本茂治（経１）は夏期休暇中の返還運動について大要次のよう

に語った。
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　休暇早々各校舎に実行正副委員長、書記、情宣、渉外、会計の責任者を決め全学実行委員長

に池田克彦君（文２）を任命した。

同委員会では月二回定期総会を開き、日直も二人置いた。

　一方教職員組合でも実行委員長に恒藤学長を推した。参議院文部委員会へは実行委員会から

資料として各クラブ、校舎の窮状を述べたテープレコーダーと写真七十枚を送った。

　署名運動は新聞会の他各有志グループが行った結果、署名約三万五千、カンパも約三万五千

円を得た。しかし残額は既に五千円しかないので今後学生から集めたい。

　注目すべきことには鳥取県の一農村青年が署名活動を行っている。また女子会は杉本町周辺

の風紀問題を調査した。（既報）過日のデモなどが撮影済みのところから校舎返還運動の記録

映画を製作することになり、シナリオを演劇部に依頼、総天然色トーキー入りのものを、と意

気込んでいる。

　続いて委員長池田克彦君（文２）から、十六日の参議院文部委員会の模様が報告されたが、（以

下判読不可）

◦第 56 号（昭和 29 年 10 月 25 日）

　米日正式文書交換か　校舎問題で議員来阪　　
　去る二十五日（月）赤城文部政務次官が来阪、

次の如く語った。

　　校舎問題について

　校舎問題に関する日米間の正式文書交換は従来

なされていなかったが、今度覚え書きの交換を行

うため、第一草案を日本側で準備するよう努力し

ている。この中へ「六月返還」という期日を入れ

るかどうかは目下検討している。

　また同行の荒木氏（社）は大達文相と会見した時のもようを次のごとく語った。

　文相は六月返還に努力すると語っていた。またもしもできない場合、日本政府がその責任を

とるよう臨時国会へ提案する予定だと語っていた。

　参院文委文書交換決議

　東京発＝全学新＝参院文部委員会では、杉本町校舎問題にかんして、日米間に正式文書を交

換することに決定した。

　従来通り運動を継続

　池田実行委員長は校舎問題の今後の運動方針について、大要次の様に語った。

　日米間の正式文書交換等、政府ではかなり積極的に動いてくれている様だが、我々はこの様

な動きのみで事態を楽観してはならない。政府の交渉を下からもり上げる意味で従来通り強力

な運動を継続してゆきたい。
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◦第 57 号（昭和 29 年 11 月 15 日）

　返還の解決策なし
　　校舎問題で米大使館回答　市会文教委員会で発表
　杉本町校舎返還問題は去る十月五日、米極東軍司令部スミス参謀次長から来年十月一日まで

は返還できず、その後も返還するかどうかは、その時に考慮するとの通告があり、成行が注目

されていたが、四日開かれた市会文教委員会で横山委員長は「楽観は許されない」と報告した。

　同委員長の報告によると、去る一日陳情に上京、政府と折衝した結果も具体的な回答は得ら

れず、また米国大使館のジョン・アモット書記官からも、アリソン大使の意向として「返還問

題はさし当り解決策がない」と回答したという。

　このため同委員会では、あくまで六月返還をめざして強力な運動を続けることになり、さし

当り参院文教委員会に陳情することになった。

　成功した体育祭（第六回）　金網に観客も同情　
　十月三十一日から六日間杉本町で開催された第六回体育祭

および展示会は、十一月五日幕を閉じた。期間中、各層の参

観者に感じたことをいろいろ述べてもらった。以下はその要

点。

　Ｈ氏（体育教官）　実行委員の幹事の任期が半年なのでう

まくいかない。誰でも参加出来る種目を揃えたつもり

だが、五千米競走などやはり特定の人でなければ駄目

だね。むずかしいところだ。

　Ｔ君（学生）　できるだけ多くの者を参加させるために三

種競技を作ったのだろうが、申し込みの締切時間が早

かったので僕は申し込めなかった。会場に先生の顔が

僅かしか見られなかったのは淋し・
（ママ）

　Ａ君（学生）　一、パン食いやリンゴ食い競走などに見れ
（ママ）

れる不真面目な者は除くべきだ。

　Ｙ氏（会社員）　大学内に入り込んで金網がはりめぐらされているので驚いた。まるで、こ

ちらが借りているようだ。

　Ｉさん（主婦）　校舎は早く返してもらう方がいい。二つに別れているなんて全くヘンだ。

展示会のうちで原爆展はよかった。

　Ｍさん（小学生）　金網が学校の中にあったら勉強がおちついてできないと思う。

　Ｋ氏（公務員）　市大と関係はないがポスターが偶然眼についたので来てみた。宣伝をもう

少し派手にしたら観客もふえるのではないか。

　若葉会ダンスで参加
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　今年の大学祭は「市民と共に」の合言葉が具体的に実施された点で大きな意義をもっている。

三日杉本町で行われた体育祭のフォーク・ダンスに出場した主に西成・浪速の両区の青年男女

からなる「わかば会」十名の人たちは、つぎのように感想を語った。

「市民の参加できる大学祭」はすばらしいことだと思います。しかし、参観者の少いこと、と

くに学生の参加者が少いのには失望しました。屋上からみたら、四方金網に囲まれて、ひどい

ことだと思います。

　一行は出場後も、市大生とともに歌をうたったり、新しいフォーク・ダンスを教えたりして、

四時ごろ帰った。同会の中では、文化祭にも「オンチ・コーラス」で出場しよう、という希望

がある。

◦第 58 号（昭和 29 年 11 月 25 日）

　校舎返還を決議　現代中国学会（愛知）
　現代中国学会（平野義太郎会長）は十月二十六日愛知大で開かれた総会の席上、本学の会員

連名提出（提案者、文学部香坂助教授）の杉本町校舎返還の決議を行った。

［２面］

　今後の基本方針決る　校舎返還実行委員会
　一、二部合併問題や近経講座新増設の問題など、先月末の商三学生大会を契機として幾多の

討議がされているがその中で唯一つ、それもわれわれ市大生にとって最大関心事の一つである

問題が誰からも忘れ去られてしまっている。杉本町校舎の問題がそれだ。「校舎は一体どうなっ

ているのか」と云うことは、多かれ少なかれ、われわれ市大生の誰もが考えているところであ

り、「校舎が返れば ･･･」という望みは誰にもある大きな夢であろう。

　ところでこの校舎問題をとり扱っている実行委員会では最近どのような動きをとっているの

だろうか。

　去る十一月十三日午后から理工学部で開かれた実行委員会には、各校舎から委員計十八名が

集って、例のスミス声明の問題を中心に討議したが、同日討議の中で明らかにされた点は、ス

ミス声明について

一、これは今までからアメリカ軍当局の一貫したやり方であり、六月返還説やその他の耳より

なニュースも全くわれわれの力に圧倒された一時的な云いのがれに過ぎない。スミス声明はア

メリカがその本心を云ったにすぎぬ。

二、アメリカ軍当局は最初来年六月返還を予定していたが、アジアにおける国際情勢が変化し

たことと、日本の再軍備が予定より遅れたという情勢の中で、あとしばらく日本国内に駐留せ

ざるを得なくなったのだ。

とする二つの見方が出された。このいづれの見方が正しいかは別としてこの実行委員会の最も

大きな目的の一つは、スミス声明によっていわば「お先真暗」になった校舎問題の今後を一体
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どうするのかという点であった。

　この点について実行委員会は、今まで同委員会が単に校舎問題のみについてあれこれと対策

をねっていたのを改めて、今後は自治会ときんみつ連絡をとって、現在学生が最も悩んでいる

就職問題などをもあわせて討議して行き、その中で校舎問題を話し合おうという基本方針が出

された。

　商三大会などでは、「校舎返還運動などやるから就職が悪いのだ」などと発言されたと云わ

れている折から、実行委員会では、「よほど慎重にやらないと」といったところである。

　同委員会では近日中に自治会とていけいして学生の声を聞く会を持つ予定とのこと。

◦第 59 号（昭和 29 年 12 月 10 日）

　十四日に総決起大会─杉本町校舎問題─
　杉本町校舎返還実行委員会では、来る十二月十四日午后四時より靱学舎講堂で総決起大会を

開く。

　六月返還説をくつがえしたスミス声明やそれに対する衆議員
（ママ）

文部委員会の申入れ、更に学長

のアメリカ大使館訪問等、学内の混とんとした状態をよそに最近の校舎問題は風雲急をつげて

いるが、実行委員会では事態の進展にともない「今学生が立ち上らねば校舎問題の前途は楽観

をせぬ」として大会開催を訴えたもの。

　これに対して理工・家政ではかなり積極的な動向を示してはいるが、従来の主体である杉本

町や靱では、商三学生大会問題（19）や一・二部合併問題（20）などあって、今度の大会には非常に

微妙な動きを示している。動員予想は四百と云われているが一部では「はたしてこれだけ集る

かどうか」と云う不安もある。

葦声

▼大学祭も盛況のうちに終った。最終日、演劇部の「道程」は多くの学生の心をとらえたに違

いない。何と云っても以前のものが、どこかの国の誰れかの物語りであったに反して、今の我々

市大生の学生生活をとり扱った点に於てそう云える▼一、二幕で校舎返還運動を中心に、署名

運動に日夜走り廻っている学生・杉本町に海兵隊が入ったと聞いても、マージャン打つ手を休

───────────────────────────────────────────────
（19）　昭和 29 年 10 月に杉本町校舎で開催された商学部三回生の学生大会において、就職難を背景に実務

教育に力点を置くべきであるとする決議（近代経済学の開講、外国人教師の招聘、特講への財界人の
招聘、教授と学生との懇談会の開催など）がなされ、その後、これに対して市大新聞などを中心に批
判がおこった。

（20）　昭和 29 年 6 月に二部学生自治会は、成績表に一部・二部の区別を設ける案への反対、二部に対す
る企業の偏見解消のための懇談会開催、各学部教務職員の増員、などを要求する決議を行った。これ
が発端となって二部学生による制度改革委員会が組織され、昼夜間開講制、学籍簿一本化などを大学
側に迫った。「市大新聞」の記事によると、大学側も一定の理解を示したが、一部学生の間では賛否
両論あり、反対論が優勢であったようである。
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めぬ学生・アルバイトで返還運動に無関心な学生等を並立させて、現在市大生の状態を心にく

いまで描いている点は成功であると言えよう▼我々は毎日の出来
（ママ）

を話し合いによって処理して

いくのに、自分の悩みはこうだ。それは何が原因か、ではどうすればよいか。という順序で話

し合いを進めている。「道程」は始めの問題提起の意味に於て成功していると云える▼しかし

二幕以後、主人公の悩みを恋愛問題にしぼった事、就職や学問の問題を省いたことは、技術的

な弁解があるだろうが我々には納得しかねる。その後主人公は、恋愛の行きづまりを「運動」（校

舎返還運動の意）に熱中する事によって逃れようとしたが、ここに最大の問題があるように思

う。我々はあの劇中、たびたび使われた「運動」という言葉を校舎返還運動に限らず、社会変

革に連らなる巾広い運動の意に解した▼でないと主人公のまわりに、もし校舎返還運動がなく

て、右翼の運動があった場合には、彼は恋愛の悩みを忘れるために右翼運動にでも汲入したと

も考えられるからである。この点、即ち主人公の思想背景にとぼしいという事は大いに物足り

ない▼最後に主人公は「率直になるために静かに考える」と云って消えていくが全くあいまい

なしめくくりで主人公の道程がふり出しに戻ったような感じがした。更に全体を通じて、もう

一つパッとしない理由は「我々学生は押えつけられている」と何度もいっておきながら、その

具体性を欠いている点である▼しかしながら芸術的に、又技術的に、或いは政治的な言葉の限

界までも考慮に入れれば、あの演劇で学生生活の悩みの解決方法まで明示せよ、とは望んでい

る方が勝手なのかもしれない。とにかく、もっともっと多くの学生に見せたかった。熱演され

た演劇部員の人々、脚本の小田切君に尊敬の意を表わしたい。

◦第 61 号（昭和 30 年 3 月 15 日）

［２面］

どうなる？杉本町校舎
　杉本町校舎はわれわれのシンボルとも云える。

毎年同じような返還運動がくりかえされている

かのようにみえるが、やはり少しづつ進歩して

きているのが本当ではなかろうか。新しい年度

明けを前に返還実行委員長池田克彦君（Ｌ２）

と自治会執行委員長山本哲也君（Ｌ２）から聞

いた返還の見透しと返還運動の今後の方向につ

いてここに要約しよう。

　楽観許さぬ「六月説」　チャペルなど近
く返還
　杉本町校舎返還の問題は昭和三十年度の年度明けを前に、重要な段階に直面している。

　「返還」をめぐる各方面のみかたは楽観論、悲観論まちまちであるが、そのいづれをとって
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も杉本町校舎の問題が最近の極東における緊迫した状勢、就中アメリカの軍事政策と不可欠に

結びついていることを述べている。

　現在一般に拡っている楽観的なみかたとして、いわゆる「六月説」と「十月説」というもの

がある。

　「六月説」というのは昨年九月十六日の参議院文部委員会で福島特調長官が述べたもので、

同じく昨年末恒藤学長と極東軍テラー氏との会見でも「六月」という線が一応出されている。「十

月説」の方は例の「スミス書簡」といわれている解答書によって注目をひいたものであり、「六

月説」より少し前から一般に拡っていたものである。

　ところでこれら「六月説」「十月説」のそのいずれもが「六月（あるいは十月）には返してやる」

という返還の確約ではなく、その時期になれば「校舎の接収についての今後の方針についての

はっきりとした態度をとりたい」というものである。つまり六月か十月になれば「返してやる

か、やらんかをはっきりする」という返事にすぎないのである。

　この両説は共に手ばなしの楽観論だが、これとは別のみかたで「六月」という時期を重要視

する考えの人もある、それは大体次のような点に根拠を置いている。

　従来からいわゆる「全面返還」とは別に、現在米軍ゲイトと市大の学門とが対峙した位置に

あるのを改良するためゲイトを引きさげ、同時に学門を旧北門（学部本館正面）へ移して消防

─チャペル地区の一部返還を要求する交渉が行われてきたが、交渉が成立し、この改良に併せ

道路新設や一部建物の移動などの予算も既に決定し、建設省へ所管が移っており、近畿建設局

の方でも中央から連絡済だと認めている。予定では三月中に完了だが、目下最後の事務手続き

で遅れをとっている（岸本局長談）そうだが、この動きや最近における関東妙義、宝塚ホテル、

京都日赤の返還決定、及び自衛隊増設による米兵の漸次的帰国をにらみあわせるなら、チャペ

ル地区返還を軸として強硬に交渉するならば、六月には必ず接収解除の回答を期待することが

できるというのである。

　このようなみかたは主として大学当局がもっており、学生たちの中にもこれに同調している

ものも多い。だがこれら一連の楽観的なみかたに対し、かなり悲観的なみかたをしている向も

ある。

　それは一、従来からアメリカ軍の約束は全て「国際情勢の変化」をたてに破られてきている。

─国鉄杉本町駅の改造は長期接収の兆である。一、アメリカの解答には文書的裏付けがない─

スミス書簡はあてにならぬ。一、陸軍は日本の自衛隊と交代しつつあるが、海軍と空軍はその

ような動きはない─妙義、宝塚、京都日赤は全て陸軍である。一、第二次大戦中における最後

の反戦運動が起った学校だから感情的なものがある─でなかったら宝塚や京都日赤よりも先に

返さるべき施設である、などを理由としてあげており、六月や十月に返されるということは到

底考えられないとし、チャペル返還は「アメをねぶらされるようなものだ」と主張するのであ

る。このような考え方も部分的には多くの学生たちの賛意をかちえている。

　なるほど「朝鮮戦争がすめば ･･･」という約束が破られたのをはじめ返還運動の過程で幾度
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となく期待を裏切られ、だまされたりした。そのたびに運動は分裂しそうになったりした、ま

たアメリカの極東軍事政策が、台湾海峡の第七艦隊をはじめ海空に主力をおいたものであるこ

となどは、海兵隊に接収されている杉本町校舎の前途が暗たんたるように思わしめるが、だか

らといってもうどんな運動をしても絶対に返らないと断言出来るだろうか。

　われわれは前途を楽観と同時に悲観してもいけない。妙義ではげしい接収反対運動の中でつ

いに自分たちの土地をとりかえした村の人たちは皆「おれたちが勝ったんだ」とコブシを固め

てうれし泣きにないた。現にこうして苦しい中を運動してきた妙義では運動は勝利したではな

いか、又もっと日本全体についていうならば、新聞は革新系が１／３とるのは無理だろうとさ

かんに書きたてたのに、再軍備のための憲法「改正」より生活の安定だとわれわれの力はつい

に１／３以上の民主勢力を議会へ送ったではないか。われわれがこうした事実に着目すれば杉

本町校舎返還運動の前途は、今までより一層全国民の支持と同情が集るという点で有利になっ

てきていると確信できるのではないだろうか。

　では杉本町校舎全面返還運動は今後基本的にはどうあるべきなのだろうか。昨年の運動は、

誰でも参加できる皆の運動としてかつてない多くの学生を包括した。がしかし最近次のような

反省が多くの人の間から出てきている。

　それは、従来の運動が「われわれが学問するための」返還運動でなく、単に「校舎を返して

もらうための」返還運動だったのではないかということである。そのために単に多くの学生を

結集できただけで何らの力にもなりえなかったし、少し楽観的な見通しがでるとすぐくずれ

去ってしまった。このようなことを改め「われわれが学問を研究し、科学を発展させ、学生々

活を豊かにするためにはどうしても杉本町校舎を返してもらわなくてはならない」という基本

的な点に立ちかえり、他の日常的ないろいろな要求や悩みの話合いを通じて地道に前進してゆ

こうというのである。

◦第 62 号（昭和 30 年 4 月 10 日）

　校舎返還に明るい見通し　三月末・富永教授ら陳情に上京
　　日米合同委で検討中　稲垣日本側最高責代理語る
　教職員側の杉本町校舎全面返還促進実行委員会事務部員、富永祐治（経済学部長）山崎時彦（法

学部助教授）古畑義和（商学部講師）酒井安隆（経講師）の四氏と学生側実行委員会副委員長

山本茂治君（Ｅ２）の五名は、杉本町校舎返還促進の陳情のため二十三日上京、翌二十四日よ

り六日間、関係当局をまわり陳情にあたった。

（東京・二十八日発）日米合同委員会の日本側最高責任者代理である稲垣外務省欧米局長代理は、

欧米局第二課事務官香川隆明氏とともに次のように語った。

　市大の杉本町校舎は今第一ホテルとともに問題となっているが、合同委の席上ではその公共

性から市大だけが問題になっている。いつ返還になると公式には云えないが六月に目標をおい

ている。
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　また、福島特別調達庁長官は国会に登院途上、調達庁で「なんとかうまくいくと思う」と語

り、山之内同庁次官はひきついで次のようにのべた。

　長い間学生諸君にもめいわくをかけてすまなかった。われわれ調達庁も交渉をやってきたし、

六月には公式な回答があるが、楽観的見とおしをもっている。

　両院文教委員長も積極的関心示す
（東京・二十九日発）参議院文教委員長笹森順造氏（民主）は「ワシントンのアメリカ政府に

も直接訴えましょう」と次のようにのべた。

　わたくしも戦争直後、弘崎で経営していた学校を接収反対で勝った経験がある。国内での交

渉にさしつかえることを心配して公的な訴えをおさえているそうだが、アメリカの国民性から

いってもそれはいらぬ遠慮だ。ワシントンに訴えるため写真を送ってあげるから渡してくれ。

　また、衆議院文教委会長佐藤角次郎氏（左社）も

　無条件に賛成だが、保守党を含めた全会一致の方向で衆議院決議に持っていきたい。もし失

敗すれば返還はまた一、二年延びるだろうから。

と語り、衆、参両院とも文教委員長は杉本町問題に異常な関心と熱意を示している。

　視察を決定す　衆院文委
（東京発・二十九日）陳情団一行は国会を訪ね、院内で防衛庁長官杉原荒太氏（大・高商卒）と会見、

杉原長官より「事情はよく知っている」との回答を得てのち、午後三時から開かれた衆議員
（ママ）

文

部委員会を傍聴した。　

　文部委理事会は陳情に応えて杉本町視察を決定、議事打切りののち野原覚委員（左社・大阪

一区）から「陳団の説明を聞こう」との提案があり、富永祐治氏は理事会の決定に感謝の意を

表し、大要次のように語った。

　数多くの教育者、学生の全国的会合や国際的交流が杉本町で行なわれたが、訪問者は必ず「こ

れはひどい」とおどろいている。このことは日米親善の上から面白くない。代りに小学校校舎

を借りて義務教育にまで障害をもたらしている。今日まで個々の交渉を続けて来たし、関係当

局にも尽力をいただいたが、さらに本委員会においてもお力ぞえをお願いしたい。

◦第 63 号（昭和 30 年 4 月 25 日）　

　米軍工事（ゲート移転等）中止　必ずしも返還を意味せず
　杉本町校舎接収中の米軍当局はさきに、接収中の教会と消防器置場をふくむ突出地区を返還

するため移転工事を三月に完成すること、同じく三月末までに米軍専用門を北側に移転するこ

と、を約束したが、四月に入ってなお実現を見ていない。これについては六月返還を裏付ける

ものだと見る向きもありながら、部分的返還すら実現されぬ点に正面から不安をおぼえる学生

が多い。これにつき、教職員、学生両返還委は「返還が確立するまで安心できない。学内の結

束を固めて行く」との態度を決めている。
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　教会部分の返還は教会を北に移転させる条件で米軍が承諾したものだが、大蔵省から予算の

裏付けをもって建設省で工事の見積りをしたと昨年十一月調達庁から市に連絡された。近畿地

方建設局の話では、二十七、八、九として来た米軍工事はおわり三十年度新規米軍工事は認め

られないが、三月末になっても指令が来ぬので工事にかからず、教会移転工事は流れた形になっ

ている。

　学生との紛争をさけた
（ママ）

め米軍専用門を北側に移す件についても米軍は条件として、阪和線杉

本町駅北ふみきりの舗道を直すことを主張した。市は昨年八月末工事を完成したが米軍は第二

の条件として北ふみきりの見通しが悪いから北ふみきりを北に移してくれ、米軍負担で工事を

するから国鉄で監督してほしいと申し出た。が四月二十日現在工事にかかっていないし、その

後この話は音さたなしだと、杉本町駅では話している。

　三月末までの約束が実現されていないことは、福島調達庁長官が六月返還の言明をしたこと

と合せ「返還を知りながら無駄な工事に着手できぬのじゃないか、これは六月返還説を裏付け

る材料となる」と楽観視する向きもある。

　陸橋は返還説に関係なし

　阪和線杉本町駅陸橋は工事中だったが四月一日完成した。改札口とプラットホームの往復に

必ず線路を横切るため乗客に危険であった点、天王寺駅との折返し電車が十九往復あり主要な

駅である点などを考えて作られたもので、サカイキャンプにいる米軍の長期滞在をいみするも

のではないと駅では話している。

　また米軍の専用引込線は保修費が高くつきながらあまり利用しないので、米軍は四月一日か

ら一応使用停止とすることを申しわたして来たが、六月返還説とは関係がないと見られる。

　「運動の手ゆるめず」　教職員側返還委決定
　教職員側返還委は十九日明治第一会議室で開かれ、陳情のため上京した富永副委員長一行の

報告を聞いた。委員会では、十月、よければもっと早く返還される見通しだが、軍隊のことだ

から返還が確定するまで安心できないから気をゆるめず運動する、六月の米軍からの回答で返

らぬことになれば、大きい決意がいる、として次の方針をきめた。

　衆議院文教委理事が杉本町視察に来ることは決っているが、文教委、衆議院決議にもって行

くよう働きかけること、五月の日米合同委前に新市長と学長とが直
（ママ）

直接米軍に働きかけること。

　学生側返還委は十六日ウツボで開かれ「校舎が手に返されるまで断乎として運動をつづける」

との基本線を再び確認し、おそくとも六月に全面返還せよとの要求で当局にあたるために次の

方針をきめた。

①教職員側の徹底的陳情活動をバック・アップして行く。

②学内の結束を固めつつ、もっと広い層と手を組んで行く。

③関係当局への最後の陳情、抗議文を個人、サークル、父兄、同窓会などあらゆる形で送る。

④知事、大阪市長候補に公開質問状を送る。
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　「返事」は「返す」の意　大阪調達庁不動産部長岡田氏談　
　三月二十三日、大阪調達庁不動産部長岡田孝男氏は、本紙記者の質問に対し次のように話した。

─ 六月返還説について

岡田　十月よりもおそくなることはないと米軍は言明している。「六月に返事する」との米軍

の表現は「六月には返還する」のいみに解釈できる。そのわけは、「返さぬ」というの

なら「必要があって返せない」と今までは発言しているし、軍の移動は秘密なのでこの

ような表現をとるのじゃないかと思う。

─ 富士、妙義、大阪日赤と見てくると陸軍基地ばかりだ。自衛隊が米海、空軍に依存する方

針から見ても海兵隊基地としての杉本町は返還されるとは思えない。

岡田　関西に海兵隊基地はナラに二、サカイ（杉本町）一あったが、ナラキャンプ二つは返還

された。空軍についてはこの解釈できようが、海兵隊についてはそうともいえない。

　派遣を一時延期　衆院文教委実情調査団

　先月末、教職員側の校舎返還実行委事務部富永教授（経済学部）ら一行五名が上京した際、

衆議院文部委員会は接収地実情調査団を派遣する旨の決定を行ったが、四月上旬に予定された

日程が臨時国会を前にして各議員共多忙なため一時延期となった。

　同委員会の決定に協力した野原覚氏（大阪一区・左社）は「調査団を派遣する重要さは重々

承知だが現在いろいろと多忙で予定通り派遣できないので、今しばらく待ってほしい」と語っ

ており、大学当局は「われわれの予想では来月初めごろだろう」とみている。

◦第 64 号（昭和 30 年 5 月 10 日）

［２面］

　返還踊り飛出る　府寮連ピクニック
　大阪府寮連は初参加の工大生四十名をふくめた百六十名で八日、高槻市摂津峡に第三回ピク

ニックをした。阪大北畠寮がポータブル蓄音機、工大がバレーボールをもってきたり、各寮の

出し物では浪大のシスコ労組首切反対斗争に応援した時おぼえた歌、女子大のかぞえ歌に本学

千里山寮の杉本町校舎返還ソーランブシオドリなどが歓迎された。谷間では、女子高校生たち

と歌の交流をし「原爆許すまじ」の合唱は岩壁から森にこだました。

　本学から千里山、都風両寮が参加したが、千里山から行ったある寮生は「寮費もたまり、バ

イトを夜中しても借金がふえるだけだ。気がくしゃくしゃする。けれどピクニックに行って楽

しみたいと思って参加した。一日みんなと歌やフォークダンスをしたり、同県人と話合ったり

してやはりよかった」と話している。二部学生でバイトにも行けず学校にも行きたくなく毎日

不愉快でぼんやりしていたが、前日まで行かぬといいながら当日はおくれてかけつける寮生も

いた。

　杉本町校舎返還ソーランブシオドリなどは、前日の寮生大会で皆でチエをしぼってふりつけ

をつけ、夜おそくまで練習したという。これからの大学祭やボートレースにはもっと錬ってか
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ら出したいと寮生ははっきりしている。

　立ち聞き

〇…杉本町校舎にはキャンプの星条旗が学生をナメたようにはため
（ママ）

ているが、十日中央芝生の

ポールに、緑の地に国際学連の印を浮かせた自治会旗がヘンポンとひるがえり、星条旗に対戦

した。

〇…これを見てよろこんだのが学生。「アメ公ざま見やがれ。とっとと出てうせろ」「胸がすうっ

とした」と話題になった。

〇…六月には返還の期日を返事すると米軍は約束したが、最後の圧力をかけようと、返還委が

「返還の日まで」続けようとするものだ。また抗議文、陳情文を多数送るようによびかけ、私

設ポストを全学校舎に設置した。

◦第 65 号（昭和 30 年 5 月 25 日）

　堺キャンプで動き活潑　米第九海兵連隊沖縄へ
　二十四日付朝日夕刊の伝えるところによると、米極東陸軍および第八軍司令官Ｌ・Ｌ・レム

ニッツァー大将は二十三日、米第三海兵師団第九連隊が日本本土を撤収しオキナワに進駐する

と発表した。

　二十四日付朝日夕刊によると、米極東陸軍および八重
（ママ）

司令官Ｌ・Ｌ・レムニッツァー大将は

二十三日、米第三海上師団九連隊（アトキンスン大佐指揮）は水陸両面の戦闘訓練を施され、

近く沖縄に向うと発表した。この移動は沖縄の収容施設が完成されなかったので延期されてい

たもの、と報じている。

　第九海兵連隊は堺（杉本町）信太山および近畿地区の某基地に散在している部隊で、この発

表によって杉本町駐留の海兵隊が沖縄へ移動する、との情報は確実なものと判明した。二十五

日、大阪調達局岡田不動産部長はこれらにつき次のように語った。

　あとは米陸軍騎兵隊が入るとの情報については公式な伝達がここには来ていない。奈良の第

二海兵隊キャンプからも移動したし、周囲の情況からみてもあとに米軍が入って来るとは考え

られない。

　キャンプ縮少か　米将官杉本施設を視察
　十七日杉本キャンプを米軍某少将が視察した。全駐労の話によると、上部機関が視察すると

キャンプが閉鎖されたり、規模縮少で人員整理がおこなわれる。大阪日赤の場合もそうだっ

た。浜寺キャンプの中央道路が今夏開放される見とおしが濃いと全駐労組合ニュース一七七号

（一七日発行）が伝えているが、同紙は「杉本兵舎の返還にともなう対策をいそげ」と述べている。

　杉本町返還討議なし　二十四日の日米合同委
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　二十四日開かれた日米合同委施設特別委で杉本町校舎返還に関して討議がおこなわれなかっ

た、と同日調達庁は電話で回答した。次回は六日七日開かれる。

　金岡で人員整理
　米陸軍病院金岡キャンプは、労務者五四名に対し六月二〇日付解雇を申しわたした。全駐労

筋の情報によると、同キャンプは陸軍病院から民間病院に切り変り、規模が縮小されるためで、

同キャンプと杉本キャンプとの関係が深いところから注目されている。

　新入生の父兄も　押し進められる抗議文運動
　校舎返還実行委員会が抗議文を関係方面に送ろうと運動方針を決めてから、学生、教職員の

間で盛んに運動が押し進められているが、新入生の一父兄がこの運動に積極的に働きかけてい

るという明るい話題がある。

　Ｅ１高橋宏君の父、八百治氏（六二）が話題の人で、既に二十数通の抗議文を関係官庁に送

られた。宏君が本学に入学して、最初に痛切に感じたのは誰でも同様だが、これがあこがれの

大学の「学び舎」かということだった。しかし皆はこの汚さ、やかましさになれてしまうが、

宏はこの悪環境になれる前にどうしても自分達の校舎を返してもらわなくてはと感じ、それが

父八百治氏の心を動かしたもの。

　八百治氏はこの運動について次のように語った。昨夏大阪の各ターミナルで、市大の学生さ

んが返還署名運動をやっているのを見て、又今春息子が市大に入り、息子から市大生の持つ種々

の苦しみを聞いて、抗議文運動などに参加せずには気持がおさまらなかったのです。

◦第 66 号（昭和 30 年 6 月 10 日）

　引延しを策す米軍側　七日の日米合同委でも未回答
　七日開かれた日米合同委施設特別委の情況につき信頼すべき筋が明らかにしたところによる

と、会議の席上福島調達庁長官は杉本町返還問題にふれ「解除の日取りを明示せよ」と質問、

米側代表は「今日の段階では明示できないが検討してすみやかに解決できるものと思う」と回

答した。

　同権威筋の語るところでは、返還日取り発表には四つの場合が考えられる。①十六、三十日

の日米合同委で発表②廿一日施設特別委で発表③非公式に調達庁長官に伝達④直接、大阪調達

局に通達。

　また、米軍が返答をしぶっているのは、サカイキャンプの民有地部分に阪神地区米軍を担当

している機械化部隊が駐留しており、この移動について問題が研究中だからという。このこと

から、旧予科、高商、体育館の部分だけ返され民有地部分が解除されない可能性もあり、日本

側としては民有地をふくめての解除を交渉している。

　九日、職組側返還委は事務局会議をひらき、上京中だった事務局員酒井安隆氏から、七日の

日米合同委施設特別委の情況報告をうけ、情勢は今までと変っていないがただ明るくなってい
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ると判断、次の方針を決めた。

　返還発表は三十日までひきのばされるもよう。返還の発表から事実上の返還まで日米、日本

政府と市当局との二段階にわたる手続き過程があり、大阪日赤の場合六カ月かかっている。杉

本町はおそくても十月一日だが、この時間を縮めるように努力する

　このため学生側池田返還員
（ママ）

委長が九日、教職側富永返還副委員長、岸本事務局長、中馬市助

役が六年
（ママ）

第三週（十二日から十八日）にそれぞれ上京し、各関係先にお礼まわりをし、最後の

駄目押しをすることになった。

◦第 67･68 号（昭和 30 年 7 月 5 日）

　なつかしい昔の校舎　先輩の語る思い出

　次は商大卒業の先輩数氏で語ってもらったものを本紙編集局でまとめたものです。（文責在

記者）
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　現在の杉本町校舎は昭和八年完成したもので、当時は殺風景なものだった。授業中窓から時

たま流れ込んでくる田園香水の香りは学生の眠りをさまさしてくれ、今なおなつかしい思い出

である。当時体育館内には体育設備が充実され、室内プールやバスケット・コートは学生の運

動クラブによく役立った。また学部の西南部にあった池は学生の良き憩の場所であり、池の周

りをよく散歩したものだった。予科と高商部の前に一軒のかんとう煮屋があり、貧しい学生の

たまり場だった。学生の遊ぶ所は南田辺駅附近で、南田辺で下車すると、その日の休講時間が

わかるといった全く商大生オンリーの街だった。

　ついで授業の面では第一外国語（英語）が一週九時間、第二外国語（独、仏、中）が三時間

もあったから、高商生の語学力は大したものだった。特に第二外国語のうち中国語がすばらし

く、奥平という教師のあだ名をアオピンと読んでいたのは記憶も生々しいものだ。当時も学生

運動は花々しく、昭和七年（烏ケ辻時代）には、学生課長追放、試験の延期、高商・予科生に

も高下駄・マント着用許可等で全学ストライキが行なわれた。反対に皇道研究会なるものが結

成され、田崎仁義教授を中心として、皇道経済学の研究をおし進め、文化サークルのメムバー

とことごとに対立したものだった。

　最後に商大の学歌を諸君にお知らせしよう。

　　夕べ古城を仰ぎ見て　　豊太閤をしのぶ時

　　朝はるかに築港の　　　上にたたずみ思う時

　　ああ偉大なりこの眺め

　「返る」と聞いてほっとした
　僕等の時代は比較的穏健で署名運動、市庁への陳情運動ぐらいで、時々基地司令官に申込ん

だこともありましたが ･･･。全学でデモるようなことはなかったんです。中には「東京に持ち

込んでやれ」と激こうしていた人もいましたがね。

　特にその頃、市大は左云々の取沙汰がされて就職への懸念があって消極的な人もありました。

しかし校舎の問題になればモノスゴイもので全学統一してあたったんです。この頃の商大が一

つの気持でかたまれたのは校舎が問題になる時だけでした。

　そのくらい杉本校舎に愛着を感じていたわけです。しかし朝鮮動乱勃発後は、校内に一種の

アキラメの気持が漂ってました。

　学校側でも返還運動をきっかけとして多くの政治的活動に首をつっこむのを恐れていたよう

ですし、こんど返還が決定されるとの話を聞いて私等も「ほっと」しましたよ、議会で取り上

げられ日米合同委の問題にまで持ち込んだ学生諸君の統一とねばり強さには敬意を表したいく

らいです。

　何にしてもまず先輩、後輩を問はず校舎が返ったことに喜びたいと思います。しかしまだま

だこれからですよ、全学屈指の総合大学に仕上るにはね、頑張ってやって下さ・
（ママ）　 
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［３面］

　きょう施設特別委で回答　　杉本町校舎全面返還
　　抗議デモか、祝賀デモか　　米軍 29 日にすでに撤退
　六月三十日、日米合同委は杉本町校舎問題について議題にとりあげず、五日の施設特別委に

もちこまれることになった。これにつき六月二十一日、米高官は施設特別委の閉会後、福島調

達庁長官に、次回五日には同問題につき明確化させることを約している。六月二十八日、参議

院文教委で山内調達庁次長は「すでに返還の確約は得、事は順調に進んでいる」と発表、福島

長官も六月三十日岸本本学事務長に対し「九月までに返還されることは確実で、また返還の対

象となるのは校舎施設と敷地だ」と話している。

　六月十六日、極東軍参謀次長は書面で「一日までに杉本町基地の米軍はオキナワへ行く」と

回答したが、これを裏付けるように、六月二十九日全部隊が撤退し、全駐労筋の話では数十名

の米兵が残っているだけである。しかし大阪府渉外労務管理事務所には一日、杉本キャンプ

四百名の労働者に首切り予告も首切り臨時指令も到着していない。これら最近の動きにつき教

職側返還委富永事務部長は上京中の岸本事務局長と連絡をとりながら、福島調達長官、野原覚

代議士などの「五日まで静観してくれ」との態度に歩調をあわせようとしている。

　七百人が結集　一日靱で学生大会
　校舎返還促進全学大会は七月一日三時二十分から靱講堂で開かれた。教職員側からは硲学生

部長、富永教職員側返還委事務部長、酒井、古畑、山崎各同部員などが出席し、学生側の参加

人数は約七百、委任状は合計三百五十を数えた。

　決議された事項は次のとおりで、全学統一の運動に重点をおく学生の意志が討議の結果、結

集されたものと見られる。

①七月一日から五日までの坐り込みはやらない。

②市民へのアッピール（ビラ）を二日からクラス毎に各ターミナルで配布する。

③七月五日に全学大会を行い、米側の回答如何によって抗議大会抗議デモ、祝賀大会祝賀デモ

にする。

④東京に代表を派遣する。根本（商３）安達（経４）、大橋（法１）、池田（文３）の各君、な

らびに奥田さん（家４）が決定、理工は一回生保坂君と山中君、二部、医学部から各一名、

これは未定。

なお一般に細かいことはすべて実行委員会に一任することを確認した。

　学長代理の硲学生部長は「七月上旬に何らかの回答があるだろう。」との学長のメッセージ

を代読。富永教授も「上京している岸本事務局長の電話連絡によると、福島調達庁長官は九

月までに校舎はかえるだろうと云ったそうだ。」と述べた。つぎに各クラス討議の報告があり、

五日までどのように活動するかの点に討議は集中し、方法としてデモ行進、坐り込みの両戦術
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はまずいとする側とあくまでも行うべきだとする側が対立、採決によって全学の意志を統一し

た。またデモを五日までに行うのは警視庁へ届出る都合上、時間的に不可能になっており、実

行委員会の態度に関して追求した発言もあったが、全学統一の運動をたてまえとしている実行

委員会の方針を原則的に承認した。

　大会終了後、実行委員会では回答が悪かった時や無かった時の事態を考えて、六日にデモ行

進を行うむね警察当局に届出ることを決めた。三時半靱へ集合し、公園から桜橋、梅田新道を

経て市庁前を通過、北浜二丁目を東へ進んで京阪天満駅から馬場町ＢＫ前広場で解散という

コースで、これは昨年七月十日のデモ行進のコースと同じである。

　二部も全面的に協力　27 日三カ所で学生大会
　杉本町校舎返還に関する学生大会は六月二十七日午後三時四十五分から、家政学部講堂に靱・

家政の学生約五百四十名をあつめて開かれた。

　先ず関西学連から「諸君のたたかいを出来るだけ援助したい」旨のメッセージがあり、池田

校舎返還実行委員長・教職員・実行委員・農研から現状報告があった後、四時五十八分討議に

入った。各クラス、その他あらゆる方面から活発な意見が発表され、葉書陳情を一人残らず行

うこと等八項目が議決された。その後池田委員長から大会宣言・要請文の発表があり、オブザー

ヴァーの京大旧同学会委員に友情の拍手を送り、学生歌・国際学連の歌の斉唱があって同七時

閉会した。

　また二部でも同日午後五時三十分から靱講堂で約百五十名参加の下に学生大会を開き、二部

学生は杉本町校舎返還運動に全面的に賛成するものである、以下一項目の決議をし、討議の結

果、各クラスから校舎返還実行委員を至急選出することにして同八時十分閉会した。

　論説　校舎返還と今後の問題
　骨身を削る十年間の杉本町校舎返還運動は成功した。この成功は一糸乱れぬ全学の統一と団

結のたま物
（ママ）

あり、世論の力の成果であると信じます。この運動に対して、署名運動、資金カンパ、

われわれ学生・教職員への口頭・書簡による激励等々の形で常にわれわれを支援し、あるいは

直接形には現れなくても陰ながら、同情と声援を送って下さった大阪市民、先輩諸士、全国学

友、及び全国民に対して心からのお礼を申し述べる次第であります。このような皆さまのご支

援とご期待に報いるためにも、われわれはより一層国民のための学園に励み、体を鍛え、成果

を市民と国民にお返ししなくてはならない、これがわれわれの感謝の気持を表す最もよい方法

であると思います。

　常に全学の先頭に立ち、統一と団結を固めるため腐心し、アルバイトを放棄し、勉学と睡眠

の時間まで切りつめて働いてくれた学生・教職員の両実行委員会に対して心からねぎらいの言

葉をかけたいと思います。日本政府、アメリカ側と交渉に当ってくれ、またいくたの決議をし

てくれた大阪市会、参議院文教委員会、とくにこの運動に力を尽してくれた一部国会議員に対

して敬意と感謝の気持を表したいと思います。この運動の成功はなによりもまず、みんなが一
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つになってやれば、たとえ道のりは長く苦しくとも、必らず目標に到達しうる、ということを

確信づけてくれた点に大きな意義があると思います。「叩けよ、さらば開かれん」という言葉

は真理であった、とわれわれは身をもって感じたのではないでしょうか。

　この喜びを、陰に陽に支援してくれた大阪市民と分ち合い、われわれの爆発するようなうれ

しさをあらためて確め合うために、大阪全市に亘る一大祝賀祭を催す必要があると考えます。

祝賀祭実行委員会を結成してはどうでしょう。

　しかし、手放しで喜んでしまうのは危険です。私たちが「校舎を返してほしい」と願ってい

たのは、大学らしい校舎で、大学らしい雰囲気の中で勉強し、語り合い、クラブ活動をしたい

からです。具体的には現在五つに分れている校舎を杉本町に集中し、各学部一ヶ所で学びたい

からです。ところが返されたのは旧商大の敷地だけです。私たちは校舎返還運動を名実共に備っ

た総合大学を建設するための運動に発展的に解消せしめる必要があると考えます。

　さし当っては、返された校舎に何学部を入れるか、何学部の何回生を入れるか、ということ

について、各学部学生の意見を十分反映できるように、学生の組織を作り学校側との協議機関

を設ける必要が絶対に必要だと思います。

　学校側が、この問題について考える際に忘れてはならないことは、学生の意見をとり入れな

いでいくら協議しても民主的な結論は出てこないということです。学校側では、勿論われわれ

学生の意向に対して充分配慮をたまわって下さるでしょうが、それにしても、この問題につい

ての各学部学生の利害と意向は非常にこみいったものであるからです。

　この問題を扱うに当って学生、学校側が考慮すべき点は、どこにあるのでしょうか。まず第

一に明るい学園のために一致して返還運動を進めて来た各学部の学生たちの要求気持ちを出来

るだけ平等に尊重すること。

　第二に何学部何回生を入れるかは将来の総合大学建設運動を進めるに当って、全学の勢力を

集中し、統一するための物質的基礎となるものであることを充分考えに入れること。

　第三に、右にのべたことと密接な関連があるのですが、これからますます盛んになるであろ

う研究会活動、スポーツその他のクラブサークル活動を強めるには何学部何回生を入れればよ

いかと考えること。クラブ活動の強化はそのまま明るい総合大学建設運動の強化となって現れ

るであろうからです。

　そして、出来るだけ多くの女子学生を杉本町校舎へ誘致することも大切であると思います。

これは男女双方の学生が互いに理解し合い、互いの長所を吸収し合う上で非常に重要だと考え

ます。

　返還実行委員会は発展的に解消して、新しい組織体となるでしょうが、この組織は以上のこ

とを具体的に検討するために新たに返された建物の収容人員数と各学部の学生数を調査して全

学に示すと共に、各学部学生の要求をも調査することが必要だと思います。

　返されていない民有地の諸問題も調査してほしいと思います。



大阪市立大学史紀要　第10号（２017年）162

［４面］

　杉本町学舎返還運動の足跡

　杉本町校舎がわれわれの手を離れたのは今から十三年前にさかのぼる。そして終戦と同時に

大阪市内の「放浪の旅」が始まった。うっかり口もきけない占領下の返還運動は特に苦しかっ

た。二十五年に返還実行委員会を組織してからやっと運動は軌道に乗り、その間五年、今日の

学生大会につながっているのだ。［凸版は杉本町校舎および周辺の接収状況］

　陳情で「お百度」　市内の校舎を転々
昭和十七年

　大阪商大学長になった本庄武
（ママ）

氏は高商部、予科を帝国海軍に兵舎として貸与。

昭和二十年

　終戦と同時に管理権は占領軍へ移る。タイプ二十数台、運動用具備品も共に接収される。予

科学部は道仁、高商部は桜川各校舎へ移転。

昭和二十四年

　予科、学部は明治、新制大学は道仁各校舎へ移転。その後予科学部はさらに靱校舎へ移転。

占領下のため学生大会で校舎返還運動も議題にできない。

昭和二十五年

　文部省から市大、商大の実情を調査に来阪。学長を先頭に市大商大合併の全学実行委員会を

組織。
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　返還委の解散を命ぜられる
五月二十九日　初の全学大会を開き「全学の結集により返還運動を強力に推進すること」を決

定、署名活動をおこなうため三日間のストを決行。米側から返還実行委員会の解散を命ぜられる。

昭和二十六年

五月　文部省から「市大施設の接収状況」について問合せがある。特別調達庁、文部大臣など

へ署名二万五千をつけて陳情書を送る。

十月　「接収は解除しない」旨の返答が米側からある。

昭和二十七年

一月　外事課長から「杉本町校舎は返還順位の第一位になっている」と発表。

八月十一日　敷地の三分の一が返還になる。

十二月　市長、学長名によって、外相、国防協力局長、文相、調達庁長官あてに未返還施設返

還の陳情書を送付。

昭和二十八年

　「政治的イデオロギーは含めず」
六月　全学総決起大会を六学部千名の参加を得て実施、大会後バス五台で自動車デモをおこな

う。「政治的イデオロギーを含まない」ことを決議。

九月　返還運動の報告パンフレット第一号発刊、当時までの運動の欠陥として次の四点があげ

られている。

　①横のつながりの欠陥。

　②靱中心のセクト主義。

　③一部リーダーが政治的になり浮き上る。

　④全学統一への努力を欠く。

昭和二十九年

四月　ゲートの文字が Hospital U.S.Army となる。

　　学術会議で恒藤学長が訴え、一人だけの反対で要請書を政府へ提出した。

五月　全日本学生平和会議が開催され、校舎問題が討議の中心になる。

　　メーデーに二百余参加、「校舎返還」をスローガンに掲げる。

六月十二日　井関国際協力局長、福島調達庁長官の両氏が杉本町校舎を視察。

六月十七日　市会、調達局に陳情デモ。

六月十九日　杉本校舎で全学総決起大会。調達庁、外務省、国際協力局、文部省、参議院、衆

議院に陳情、海兵の不法行為を抗議。

　　マリーン千五百名入る。

　中之島で全学総ケツ起大会
七月五日　中之島中央公会堂で校舎即時全面返還全学ケツ起大会を開き二千五百名の学生、教

職員が結集。
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七月十日　全学デモ。三百名参加

七月二十日　参院文部委員会は代表団四名を杉本町へ派遣、現状を視察。

　　各校舎別実行委員会の組織を確立。全学の委員長に池田君が選出される。

八月　参院文部委員会で「市大校舎接収解除に関する決議」をおこなう。

九月十六日　参院文部委員会に教職員側から三名、市会から四名、学生から二名出席。「返還

問題で市大を第一に取り上げる。来年中頃とは予算会計年度の切目である」との説明がある。

八月二十八日　衆院文部委員二人杉本町を視察。

　　署名は八月末までに三万、カンパは八千円。

八月十六日　野球場の使用、許可されたけれども三日間で打ち切る。

七月下旬　女子会、杉本町周辺の調査をする。

　「十月一日に返還考慮」と米側言明
十月二十八日　米大使館次席書記アーモスト氏より「キャンプサカイは少くとも三十年十月一

日までは駐留軍が必要とする。返還はその時に考慮する」と発表。

十月二十五日　野原衆院文部委員らが杉本町校舎を視察。

十月三十一日→十一月五日　杉本町校舎で大学祭を開催、広く市民に「金網の中の大学」を見

てもらう。

十月二十四日→二十八日　富永、近藤、酒井、古畑、池田各氏が上京、米大使館に要請。

十二月三日　参院本会議は文部委員会提出の「教育施設の返還促進に関する決議文」を全会一

致で可決。

十二月六日　市長、学長、市外事課長上京、米極東軍司令部テンプル少将を訪問、「明年六月

には何らかの意思表示を行いたい」との回答を得る。

十二月十四日　教職員実行委員会主催で返還運動報告会を開く。

昭和三十年

一月二十三日　世界民青連代表団のトーマス君杉本町校舎を訪問。

一月→二月　特別国会の会期中三回にわたり市会と学校当局が上京、陳情を行なう。

三月二十四日→三十日　富永、山崎、古畑、酒井、佐々木、山本各氏が上京、衆院文教委員会

に陳情。

四月十九日　教職員返還委員会は「校舎が手に返るまで断呼
（ママ）

として運動を続ける」ことを確認。

　杉本駐留軍沖縄進駐を発表
四月二十三日　米極東陸軍第八軍司令官レムニッツァー大将は「米第三海兵師団第九連隊（杉

本駐留）が日本本土を撤収し沖縄に進駐する」と発表。

五月十七日　全駐労組合ニュース百七十七号に「杉本兵舎の返還にともなう対策を急げ」とい

う文章が掲載。

　　新入生の一父兄が二十数通の抗議文を関係官庁に送付。

六月七日　日米合同委員会施設特別委員会で米側は「今日の段階では明示できないが検討して
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すみやかに解決できるものと思う」と言明。

　　教職員返還実行委員会では「情勢は明かるくなった」と観測。

五月二十五日　市長、野原氏は福島長官を訪問、「七月一日に米軍が撤退することは確実だ。

六月末返還は疑いない」との回答を得る。

五月二十七日　衆院文教委で野原氏の質問に対し「野原氏の御期待にそうことができると
（ママ）

とが

できると信じる」と山内調達庁次官は答弁。

六月二十一日、三十日　両日の日米合同委員会では議題に上らない。

六月二十七日　家政学部、靱、理工杉本町校舎で校舎返還に関しての学生大会を開く。

七月一日　靱に全学生結集、再び学生大会を開く。

◦号外（昭和 30 年 7 月 5 日）　　［※『百年史』全学編上、445 頁に紙面写真掲載］

　杉本町校舎返還成る　旧商大予科高商など
　祝・杉本町校舎全面返還　
　今日の日米合同委特別施設委の席上で、正式に本学杉本町校舎の返還が発表された。なお返

還事務手続きに二三カ月かかる見込みだから、実質的に使用出来るのは九月以降と思われる。

　五日午前十一時、日米合同委員会施設特別委員会の席上、米国側代表の代理Ｅ・カーペンター

大佐は公式文書で、杉本町校舎問題について米国政府は杉本町キャンプＦ・Ａ・Ｃ四〇四七号

を約一九五五年七月三十一日に解除する予定であることを日本政府に通告した。この文面中約

とあるのは事務手続等の問題で予定通りゆけばとのことで、杉本町キャンプとあるのは杉本町

校舎の旧高商の施設だけではなく民有地全部を含むことを意味している。五日午前十一時学生

陳情団池田委員長以下一行十名は調達庁を訪問、磯連絡調査官から全面接収解除の公式発表を

うけた。

　これにより十年間の返還運動に終止符をうち、全学一致で杉本町校舎建設の運動にのりだす

ことになった。陳情団一行は文部、外務両省、衆参両院、調達庁をお礼にまわり、六日午前九

時十六分大阪駅着「月光」で帰阪する。

　われわれは、終戦以来十年間にわたって接収の憂き目をみていた杉本町校舎もようやくわれ

われの手にかえり、明るく豊かな総合大学を建設する第一歩が具体的にふみ出されるわけであ

る。

　この発表は先月の二十一日の特別委前後からしきりと噂されていたものが確認されたもので、

二十八日参院文部委での山内調達庁次長の「すでに返還の確約は得、事は順調にはこんでいる」、

及び、三十日の福島長官による「九月末までに返還されることは確実で、また返還の対象とな

るのは校舎施設と敷地だ」という岸本事務局長に対する答弁などでかなりはっきりして・
（ママ） 

　全学の運動が結実　恒藤学長喜びを語る
　長いあいた

（ママ）

の全学の運動が実を結んで嬉しい、学生が良識に従い慎重に行動して来たことに
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敬意を表したい、返された校舎の今後の使用法は慎重に考えて方針をたててゆきたい。国会を

はじめ、各方面から熱心な支持を与えられたことについて感謝の念を新たにする。

　松田学生課長談＝おめでとう。十年間の血のにじむような運動の結果、とうとう返されるこ

とになった。今は何んともいえない。たゞ感無量だ。学生たちによくぞがんばってくれたとつ

たえてほしい。校舎のあとのことについては、近いうちに各パートの会議を持ってきめたい。

多分学生も参加することになるだろう。

　岸本事務局長談＝廿六年から積極的になった返還運動の結果とうとう返ることになった。皆

よくしんぼうしたものだ。学生もよくやった。学生の理性的な行動が寄与するところが大きい。

今のところ民有地がのこるというニュースと民有地も返るというニュースと二つがあるが、い

ずれにしても大学は全部返るわけだ。七月三十一日頃に返還されるということだ。中へ入って

みないと、どうも云えないが、来年四月からは向こうで授業が出来るようになるだろう。市の

予算の関係もあって、本格的な総合大学は十年先になるかわからんが、とにかく総合大学建設

の第一歩だ。一部残ったとしてもそこは軍隊によって使用されることはなかろう、

　理工学部事務長内田氏談＝大変おめでとう。

　物理柿木教授談＝全面返還はうれしいことだ。戦後十年たった今日まで、かつて日本軍の施

設でもなかった文化施設を米軍が接収していたということは、私たちの気持として割り切れな

かった。皆の運動と好意のために返還されて非常にうれしい。皆さんの運動に感謝する。

　有恒会前会長潮崎喜八郎氏談＝うれしい。ただ先輩としていいたいことは、返された校舎を

出来るだけ有効に利用して、より立派な大学にする事だ。

　靱教務係野島さん談＝非常にうれしいです。これは学生、教授など全学の努力の成果であり、

現在の社会的経済的諸条件から考えても大変意ギある事です。これからも学生さんと明るく楽

しい学園建設に努力していきたい。

　学長をかこんでビヤパーティーを
　杉本町の一学生の話　大祝賀会をやりたい。大学を市民に公開して、この喜びを共にわかち

たい。秋には大文化祭をやって学長を真中にして大ビヤパーティーをやりたい。

　地元民も大喜び　
　返還のニュースを聞いた地元杉本町の人たちも「よかった、よかった」と大喜びであり、浅

香町の農夫の一人は、雨の中で田の手入れをしながら「学生さんが帰ってくるとは、こんなう

れしいことはない。」と語っていた。

　杉本町市場のおじさんも「これで町も明るくなります」と明るい表情だった。
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◦第 69 号（昭和 30 年 9 月 10 日）

　杉本町校舎をめぐって　
　苦節十年、杉本町校舎は今日十日いよいよわたした

ちの手に返えされる。この十年間、学園の喜びと悲し

みは、すべて杉本町校舎の問題にかかっていた。わた

したちの努力は今「全面返還」という勝利によって迎

えられようとしている。だが、わたしたちの目標は、

返還された校舎を日本一の総合大学に発展させること

だ。努力はより一層必要とされる。しかし、とにもか

くにも、ようやく校舎がわが手に返ったのは大きな喜

びである。これは本学の歴史の大きな転換点となるだ

ろう。以下は本紙記者が、返還を前にした杉本町校舎

の内外に「歴史の転換期」の表情をさぐったものである。（編集部）

　全教養課程を収容　総合大学建設へ強く第一歩　明春までに突貫で修理
　うそのような静けさ
　十日の明け渡しを前にして何もかも変りつつある。いままであんなにやかましく、朝から晩

までひびきわたっていたヘリコプターや、大型トラックの騒音も、きのうきょうはまったく聞

えないで、うそのような静けさだ。百七十幾棟かある兵舎群も、入口を十文字の板で釘づけに

されて、おし黙って建っているし、全学生から憎しみと怒りをもって眺められた星条旗も今は

もうない。

　だたっ広いキャンプの中を二人の日本人労務者が、あくびをしながら巡回している。

　キャンプ入口に立ち並んだ横文字看板の店々は、固く雨戸を閉している。

　パンパンが大手をふって歩いてた道路に、どんどん増えて行く附近の住宅街の娘さんが、買

物かごをさげて明るい表情で通って行く。

　今まではキャンプの騒音で聞えなかった大和川の堤に憩う牛の声がのんびりと静かに聞えて

くる。

　明るい表情の地元民
　「いよいよ返還ですか、大賛成だんな」駅前の床屋のオヤジさんは、記者の質問に明るい表

情でそう答えてくれた。

　「いやャ、一時はパンパンごっこをする子がいたりして、ずい分苦労しましたよ」我孫子の

小学校の先生は、ほっとしたという表情。「わしらも店替えですよ。表でタバコ屋でもやり、

二階は学生さんの下宿にでもと思っとりますのや」と正門前のクリーニング屋のオヤジさんは

空っぽになった兵舎の方を見ながらこう語っていた。山之内町や浅香町の人たちもほんとにう

れしそうな表情で、「とにかく接収中は金網にさえぎられて駅に出るのに半時間ぐらいかかり

ましたからなあ」と、もうすぐ取り除かれるはずの金網をみながらこう語ってくれた。「基地
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があるというんで心配してたんですが ･･･」と語る、最近引っ越して来た公営住宅のおばさん。

とにかく「基地撤去大賛成。学生さんは大歓迎」といったところ。

　深刻な基地労働者たち
　一方、こうした明るい町の人たちの表情の反面、キャンプ閉鎖とともにクビを切られる駐留

軍労働者たちの悩みは深刻だ。

　「十日でクビですよ。しかし、早く返還された方がわたしらにとっても気が楽ですね。勿論

十日からは失業者の一人になるんでね。次の職が早くみつかればい
（ママ）

んだが。もうこんな仕事は

イヤですよ」とキャンプ入口に番をしているＳＰ（＝見張りの日本人労働者）は微笑しながら

答えてくれたが、その目は何かさみしそうで、心の奥底に秘められたこの人たちの悩みを表し

ていた。

　つい最近、この杉本町キャンプと関目キャンプの閉鎖や、信太山キャンプの一時閉鎖で、

四百十二名がクビ切りになった。今残っているこの人たちも、六人二交代制で六万坪からの広

大な杉本町キャンプを管理しているのだが、金網を破って電線泥棒などが入ると、すべて責任

がかかってくるので、特に勤務に忠実だったそのうちの二人は、とうとう神経衰弱で倒れたと

いう。

　失礼かとは思ったが「まったく植民地的な搾取ですね」というと、「そんなことより、早く

返してもらって一生けんめい勉強して下さい」といわれ、記者の方が思わず目頭が熱くなるの

を覚えた。

　来春には使用可能か
　十日の「明け渡し」と共に、今までの「返還運動」は「建設運動」に、いわば発展的に転化

するわけだが、早急に解決されねばならない問題に、修復費の問題と、民有地の処置の問題が

ある。

　修復費の方は、大阪調達局の方で接収前の校舎と九月十日現在の校舎の二つの図面を作成し、

九月十日現在のを接収以前の状態に復元するのにどのくらいの費用がかかるかを算定して、大

蔵省に予算を要求するわけなのだが、ぼつぼつその資料が作成されつつあるとはいうものの、

予算の認可を待って修復工事にかかったのでは時期的に非常におそくなる可能性が濃い。そこ

で民有地を買収することや、新校舎を増築することと併せて、大学当局は一時大阪市に予算の

立替えを要求して、来春までにはなんとか利用できる状態にもって行きたい腹でいる。

　民有地の方は、約百五十人余の中小地主がいるが、山之内町のある地主さんの話では、「み

んな、市が買い上げてくれるように希望してまんねん」という。それは接収による大がかりな

整地で、農地として復活させることがほとんど困難な状態にある事情からして、ごく当然の希

望だということもできよう。

　全教養課程を杉本町へ
　大学側はいち早く「返還施設利用方法審議会」といういかめしい名前の委員会を作り、総合

大学の建設プランや、当面来春からの校舎の利用方法などを考案しているが、去る八月十六日
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と九月一日の二回にわたって、校舎の内部を視察して、資料を作成しつつある。

　新任の村松学生部長＝文学部教授の話によると、来年三月までに突貫工事で修復を終え、四

月からは全学部の教養課程を杉本町に移すそうであり、それと共に先づ図書館の書庫を増設し、

現在分散している図書館を中央に統轄したいということである。

　近い将来には、医学部を除く全学部を杉本町に結集し、一大総合大学に仕上げようというの

がねらいらしいが、どんなことをやるにしても常につきまとう「予算の問題」は、残念ながら

この場合にも例外ではない。

　しかし、いろいろな困難が予想されるとはいえ、現実に校舎が苦節十年の末、わたしたちの

手に返ってきた今日、大きな「歴史の転換期」をひしひしと感じざるを得ない。

　総合大学実現の日近し
　大阪市交通局の高速度交通（＝地下鉄）の係では、「将来西田辺から杉本町まで地下鉄が延

長され、おたくの学校の東側に立派な終着駅ができる予定です」と語っており、本学事務局の

佐々木経理課長も、「だから杉本町の正門は将来は東側になるわけです」といっている。

　また、校舎が全部ここに集中すれば、現在都島と千里山にある寮を、学校のすぐ近くに移す

必要性もでてくる。

　こういうつもりでいったのかどうか知らないが、村松学生部長は最近の記者会見で「近く、

現在ある二つの寮を閉鎖して、暫定的に兵舎二棟を利用して寮にしたい」と語ったそうである。

　杉本町校舎の内外は名実共に大学センターになるだろう。いちょうやプラタナスの木々にか

こまれた白い校舎、クリーム色の学生会館緑の芝生に澄み切った池、そして四季の花を咲かせ

る花園、何んというすばらしい未来だ！

　わたしたちは過去十年間、一貫して「全面返還」を叫びつづけてきた先輩たちと、それを支

持し激励しつづけてくれた市民の力に応えるために、すばらしい総合大学を作ろう。

　

　十日、返還式挙行
　正式返還日である十日の午前十一時から、杉本町校舎で、明渡し式を行った。この日、駐留

軍を代表してキャムプ神戸司令官シュレーダー大佐代理が出席、日本側松本大阪調達局長、市

側から中馬助役恒藤学長らが列席した。　
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［２面］
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