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「孫文月間」の新たな試み
当館では2008年から「孫文月間」という孫文関連の企画

兵庫を舞台に活躍した服部一三、三上豊夷、西島函南、今

を実施してきました。孫文の誕生日（1866年11月12日）と

井嘉幸、賀川豊彦、飯島幡司、中井一夫らが評伝の形で取

最後の来神（1924年11月24～30日）にちなんで、毎年11月

りあげられました。その後、前館長安井三吉氏の責任編集

に、孫文記念館と孫文研究会、移情閣友の会の三者が力を

で『孫文・日本関係人名録』（増訂本、2012年）が当館か

結集して、孫文についての理解を深めるために行う特別展

ら刊行されました。その中に収録された兵庫県出身者だけ

示会や講演会、孫文ゆかりの地を訪ねるなどのイベントの

でも、少なくとも29人に達しました。こうした「ひょうご

総称です。

の人々」は孫文あるいは中国と少なからず何らかの形でか

2019年の「孫文2019」は12回目になりました。この回か

かわっていました。こうした人々の事跡については、現在

ら、記念館の新たな試みとして、「ひょうごの人々と近代

からみると、歳月の経過とともに、戦争や災害、あるいは

中国・孫文」という企画を具体化しました。その第一回企

記録・記憶の喪失により、関連資料の収集は困難ですが、

画として、姫路網干出身のジャーナリスト太田宇之助（1891

是非とも取り組む必要のある課題です。

～1986）を取りあげました。

さて、2020年は東京オリンピック・パラリンピックが開

この企画の準備にあたって、網干の太田氏のご実家やご

催される年です。これを記念して、日本オリンピック事業

親戚の髙礒家の皆様をはじめ、多くの方々の協力を得て、

に多大な貢献をされた神戸御影出身の嘉納治五郎氏の中国

11月2日から12月1日にかけて、当館で特別展示会「ジャー

人留学生教育に関する事跡を取りあげ、「中国人留学生教

ナリスト太田宇之助の見た中国と孫文」を無事開催できま

育の先駆者・嘉納治五郎」と題する特別展とその関連企画

した。写真や書簡、書類、紙（誌）面、筆跡など約140点

を構想しています。神戸、東京の嘉納治五郎関連の施設と

の展示品をもって、充実した特別展示会になりました。と

団体のご指導ご協力をいただきながら、記念館としてこの

同時に11月3日には、太田宇之助を研究されている早稲田

企画を進めたいと考えています。 （主任研究員：蔣海波）

大学専任講師島田大輔氏に「忘れられた稀代の中国通
ジャーナリスト－太田宇之助と日中友好の夢－」と題する
講演をいただきました。展示会と講演会などの成果として
『図録

ジャーナリスト太田宇之助の見た中国と孫文』は

2019年12月に刊行されました。
このような試みは、すでに『孫文研究』誌で行われてい
ました。その第42号（2007年9月）の特集「近代中国と神
戸の人々」において、近代中国とかかわりを持ち、神戸・

革命家・王統一から太田宇之助に贈られた「不退転」。
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特別展「ひょうごの人々と近代中国：ジャーナリスト太田宇之助の見た中国と孫文」
（2019年11月2日～12月1日、孫文記念館）
昨2019年11月の孫文月間「孫文2019」では、近代中国

また太田は早くから中国人留学生の積極的な受け入れを

や孫文と密接に関わった兵庫の人物として、姫路市網干区

主張し、晩年には自宅を留学生寮とするべく、これを東京

出身のジャーナリスト、太田宇之助を取り上げて特別展と

都に寄付しました。自宅は太田の死後に東京都太田記念館

講演会を行いました。

となり、アジア各地の留学生を受け入れています。

1947年、衆議院選挙に出た太田を応援するため網干に来た京都大
の中国人留学生と、太田宇之助の親族の方。
太田の従兄・山本真蔵と神戸華僑との写真。山本家住宅様（姫路市史
跡）からは太田宇之助に関する資料を多くご提供いただきました。

今回の展示では、太田と孫文、また王統一や蒋介石といっ
た要人のみならず、彼が世話をした中国人留学生に至るま

太田宇之助（1891～1986）は、網干の旧家に生まれまし

で、様々な中国側の人々との関係や、太田の学生時代の資

た。従兄の山本真蔵がマッチ業経営者として神戸華僑とつ

料、また太田が中国や孫文について論じた様々な記事や書

ながるなど、もともと当時の網干には中国との縁がありま

籍などを中心に展示しました。展示に際しましては、網干

したが、太田は早く両親を亡くし、関西学院などを経て苦

の太田家の皆様や、山本家住宅（姫路）、姫路市史編集室、

学の末に早稲田大学に入学しました。そこで当時、孫文の

関西学院大学学院史編纂室、東京都太田記念館、日本新聞

部下として革命運動を行っていた王統一と出会ったこと

博物館、朝日新聞社の皆様からご協力をいただきました。

が、太田の人生を決定づけます。太田は王統一に従い上海
での反袁世凱蜂起に参加しますが失敗します。この経験を
買われて1917年に大阪朝日新聞に入社し、その後の太田は
一貫して中国専門記者として活躍し、対等な立場での日中
友好を目指す姿勢とそのメディア議題の提起は内外で注目
を集めました。

太田の学生時代の資料や、著書などの展示。

11月3日（祝）には、太田宇之助を研究されています早
稲田大学社会科学総合学術院講師の島田大輔氏にお越しい
ただき、「忘れられた稀代のジャーナリスト：太田宇之助
と日中友好の夢」と題し、歴史に一旦は埋もれた太田宇之
助の歩みについて、再び脚光を当てるお話をしていただき
特別展展示室。

ました。今回の企画を通じて、太田宇之助、ひいては兵庫
と孫文・中国との縁について、再びご注目をいただけまし
たら幸いです。

――

（研究員：村田省一）
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《特別寄稿》いまなぜ太田宇之助なのか？
早稲田大学社会科学総合学術院講師

島田 大輔

太田宇之助が目にした中国は常に分裂した中国であり、
単一国家として完全に統一された時期はほとんどありませ
んでした。そして、その背景の一つには、中国の統一は日
本の不利益になるとして、混乱状態を助長してきた日本の
帝国主義的施策がありました。しかし、太田はそのような
状況にあっても、常に中国統一の重要性と必要性を説きま
した。そして、太田は相互不信が渦巻く中でも、日中の平
等互恵関係樹立や戦争回避に心を砕きました。太田が、祖
国日本と隣国中国をともに愛し、両国の友好関係樹立を
願っていたことは、愛娘に曄子（「日華」の子）と名付け
たことからもうかがい知ることができます。そして、太田
の日中友好への思いは、張季鸞をはじめとした親しい
ジャーナリストや、孫文、蒋介石、汪精衛をはじめとした
中国国民党の指導者たちの共感を生みます。1920～40年代

島田氏による「孫文月間」講演。

の中国のメディア、公文書などに目を通すと、太田の中国
太田宇之助は、大正・昭和戦前期においては、著名な中
国専門記者・中国評論家でした。そして、その名前は中国

論が中国国内で非常に高く評価されていたことが分かり
ます。

にも轟いておりました。太田は、中国を侮る風潮が支配的

太田が中国に対する偏見を持たず、対中国強硬論に陥ら

だった戦前期日本において、中国に同情心と平等の観念を

なかったのは、両国の問題を、日本本位に考えず、常に双

もって接した人物であり、日中友好を絶えず希求しました。

方の利益を考え、「互信互譲」（お互いに信頼し譲り合う）

しかし、信念の人である反面、世渡りが下手だったことも

の精神を遵守したところに理由があります。太田の自由主

あり、戦前期において必ずしも主流の立場ではありません

義的、理想主義的中国認識と、常に中国の立場に寄り添っ

でした。戦後も表舞台から姿を消してしまったことから、

た活動は、同時代の中国専門家と一線を画したものであり、

戦前期に活躍した多くの評論家と同様、戦後長らく忘却さ

再評価されてしかるべきでしょう。

れてしまいました。

太田は、自身の日中関係への思いを後世に繋ぐために、

私が太田と出会ったのは、博士論文のテーマに悩んでい

戦前期から私財を投じて中国人留学生を支援し、没後に自

た2011年（博士後期課程3年生）の頃です。「戦前の総合雑

宅敷地（当時の時価で30億円）を中国人留学生寮建設のた

誌をひたすら読みなさい」という指導教員のアドバイスに

め、東京都に寄贈するなど、日中の相互理解を実現するた

従い、早稲田大学図書館の書庫に籠もり、『中央公論』『改

めの人材育成を生涯追求することになります。太田の遺し

造』や『外交時報』『支那』といった雑誌を片っ端から読

た東京都太田記念館では「太田精神」という言葉がいまな

んでおりました。その作業の中で、戦前の論壇の中には中

お伝えられております。「太田精神」とは、人を思いやり、

国論壇というべき世界があり、中国問題について喧喧諤諤

周囲への感謝の念を忘れず、社会のために自ら行動してい

たる議論が展開されていたこと、その中で中国問題を専門

くという心のあり方であり、太田がその全生涯において中

とする新聞記者（中国専門記者）が大きな割合を占めてい

国に向き合う時に指針としたものです。太田の心はいまな

たことが分かりました。そして、何名かの個性ある中国専

お受け継がれているのです。

門記者が目につきましたが、その中でも異色の存在だった

このように、現在は忘却されている太田宇之助氏は、か

のが太田宇之助でした。中国が今後どうなるのか、そして、

つて不幸な時代も経験した日中関係の来し方を想起し、今

日本と中国はどのような関係を築くべきなのか、太田は確

後の日中関係に思いを馳せるために非常に大切な人物と言

固たる持論を持った人物でした。それは、時流に流され、

えます。不幸にも長らく光が当たってこなかったですが、

言いたいことも言えなくなっていたジャーナリスト、評論

今回の孫文記念館の孫文2019特別展をきっかけに状況が変

家が多数を占めていた1930年代ではまさに異色の存在でし

わってくれることに期待しています。太田宇之助とはどの

た。「この人は何者なんだろう」という疑問が頭を離れな

ような人物であったのか、少しでも多くの方に知っていた

くなり、その魅力にとりつかれました。太田の軌跡や思考

だければ、これ以上の喜びはありません。

を追い、彼に関して思索を深めるなかで、今こそ太田宇之
助を問い直す必要があるという思いを強くしました。そし
て、2018年に太田宇之助を主題に博士論文を執筆し、博士
号を取得しました。

――
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ホテルオークラ東京に
「中国同盟会発祥の地」記念碑が建立

第31回孫中山・宋慶齢紀念地聯席会議
（2019年8月、南京）

1905年8月20日、今の東京都港区にあった大倉喜八郎邸

昨年の8月9日から11日にかけ、孫中山・宋慶齢紀念地

宅敷地内の坂本金彌（実業家・衆議院議員。当時は同郷の

聯席会議が、中山陵（孫文の墓）があります中国南京で開

犬養毅の友人。）の邸宅で、中国革命の大同団結組織「中

催され、当館も蒋海波主任研究員と片山啓・孫中山記念会

国同盟会」が結成され、孫文をはじめ、黄興、章炳麟、宋

理事が参加しました。この会議は前々号でも紹介しました

教仁、胡漢民、汪兆銘といった人々が参加しました。また

が、世界各地の孫文・宋慶齢を記念する施設機関が集まる

宮崎滔天や萱野長知など日本人協力者もこれを支えまし

ものです。昨年の第30回会議は孫中山記念会が主催し、神

た。この中国同盟会は、1911年の辛亥革命の原動力となっ

戸で開催しました。今回は各地から42の機関・68人の参加

ていきます。この地は現在、ホテルオークラ東京の敷地と

者が集まり、前回の第30回神戸会議で提案された、会議章

なっています。

程の策定などについて討論や報告がありました。日本から

この事を記念して、ホテルオークラ東京にて「中国同盟

は当館のほか、宮崎兄弟資料館（熊本県荒尾市）や、長崎

会発祥の地」の記念碑が建立され、昨年8月23日に除幕式

近代交流史と孫文・梅屋庄吉ミュージアム（長崎県）が参

が行われました。孫中山記念会は監修として参画し、除幕

加しました。

式には当記念会学術顧問の久保田文次氏（日本女子大学名
誉教授）、同学術顧問の深町英夫氏（中央大学教授）、また
当記念会理事の片山啓氏も参加しました。

会場の南京孫中山紀念館。
ホテルオークラの「中国同盟会発祥の地」碑。

寧波・慈溪市を訪問
移情閣（現孫文記念館）の創設者・呉錦堂は1855年に中

全人代副委員長・中国国民党革命委員会主席の
万 湘氏が当館を参観

国浙江省寧波府慈渓に生まれ、1926年に神戸市で亡くなら

昨年11月5日（火）、中国の国会に当たる全国人民代表大

を拠点として貿易、海運、製造業と事業を広げ活躍しまし

会の常務委員会副委員長・中国国民党革命委員会（民革）

た。この度、呉錦堂令孫の呉伯瑄氏の一周忌を記念し、孫

中央主席の万 湘氏が当館を訪問し、館内の展示を熱心に

文記念館を代表して、昨年9月に慈溪市を訪問し、呉錦堂

参観しました。中国国民党革命委員会は、孫文の死後に中

の生家、お墓、呉錦堂が建てた慈溪錦堂高級職業中学など

国国民党と中国共産党の合作が破綻した際、国民党員のな

を参観しました。

れました。呉錦堂は30年余、神戸と上海・寧波などの地域

（館長：愛新翼）

かで共産党との合作継続を求めた人たちが集まった党派
で、孫文夫人の宋慶齢が初代名誉主席になっています。現
在では中国の「民主党派」の一つとして、全国政治協商会
議など各界で活躍をしています。民革の主席が当館を訪問
するのは今回が初めてとなります。

当館を参観する万 湘氏（手前中央やや左）
。

錦堂高級職業中学にて。

――
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記念館ニュース〈2019年7月～12月〉
・10月16日

中国社会科学院日本研究所の王暁峰副所長一

予告：ひょうごの人々と近代中国・孫文記念館
を作った人々（仮題）

行が来館。当館の西村副館長が応対し、意見の交換を行
いました。
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2019年は、孫文記念館開館35周年にあたりました。この
節目に、35年前に孫文記念館を始めるべく力を合わせまし

・11月2日～12月1日 「孫文2019特別展

近代中国とひょ

た様々な分野の人々（神戸華僑、学界、行政、財界・・・）

うごの人々：ジャーナリスト太田宇之助の見た中国と孫

を、今春、再びご紹介する企画展を行うべく、準備をして

文」を当館内で開催。

おります。ご期待ください。

・11月3日

特別講演会「忘れられた稀代のジャーナリス

ト：太田宇之助と日中友好の夢」（孫文記念館

講師：

島田大輔氏・早稲田大学講師）
・11月5日

中国全人代副委員長・中国国民党革命委員会

中央主席の万 湘氏一行が来館。
・11月16日

兵庫県弁護士会の講演会が当館で開催され、

当館の愛新館長が、中国の近代化に孫文が与えた影響に
ついて、お話をしました。
・12月11日

広東海外聯誼会一行が来館。

左：李万之氏（神戸中華同文学校名誉校長）
。
右：坂井時忠氏（向かって右・元兵庫県知事）
。

孫文研究会通信
＊2019度（7～12月）活動
・孫文研究会夏季例会：
8月3日（土）：KCCビル
研究報告
「孫文2019『ジャーナリスト太田宇之助と中国』特別展

広東海外聯誼会と当館西村副館長・東谷次長。

・12月19日

準備状況」（蔣海波・孫文記念館主任研究員）

李天然・中国駐大阪総領事一行が来館。

「孫文晩年の対日主張に対する日本側メディアの反応
－朝日新聞を軸にして－」
（村田省一・孫文記念館研究員）
・秋季特別例会：
11月3日（日祝）：孫文記念館
講演「忘れられた稀代のジャーナリスト：太田宇之助と
日中友好の夢」（島田大輔：早稲田大学社会科学総合学
術院講師）
・『孫文研究』第64号発行（2019年9月）
・同65号発行（同年12月）
＊2019年度（1～6月）活動予定

李天然総領事ご夫妻と当館愛新館長。

・孫文研究会冬季例会：

・以下の新聞で、当館の活動を取り上げていただきました。
10月25日「孫文と親交、戦前・戦中の中国取材

1月13日（月祝）中華会館

太田宇

研究報告「庚子事変における袁許三折問題」

之助氏の展覧会」神戸新聞

（緒形康・神戸大学大学院人文学研究科教授）

11月15日「中国報じ続けた記者の足跡」朝日新聞（兵庫

・『孫文研究』第66号発行（2020年6月予定）

版）



11月17日「孫文と親交

姫路出身のジャーナリスト太田

宇之助」神戸新聞

――

（孫文研究会代表理事：緒形康）

孫文〈孫文記念館 館報〉

2020.2

・「孫文2019」音楽と講演の会…11月17日（日） 孫文記

移情閣友の会通信

念館

＊行事報告

参加者：152名

音楽の部はコーラス同好会が35周年記念曲「みんなが

・関帝廟普渡勝会見学・精進料理を楽しむ会2019…8月23

集う移情閣」、漢詩「楓橋夜泊」、
「同一首歌」と会歌の「か

日（金）関帝廟 参加者：36名

けはし舞子移情閣」を披露。二胡同好会が「里の秋」
「バッ

今年で5回目。林同福会長の解説で普渡勝会について

タとニワトリ」「賽馬」を演奏しました。講演の部は、

理解を深めたあと、美味しい精進料理で親睦と交流を図

兵庫県観光監の城友美子さんに「兵庫県の観光施策」、

りました。25日の謝宴は役員など10名が出席し、神戸華

神戸大学大学院羅志偉教授に「健康ルネサンス時代を迎

僑と親交を深めることができました。

えて」と題して講演いただきました。

・国際交流フェスタ2019 in 舞子公園…9月15日（日）
12：00～

孫文記念館・舞子公園芝生広場

参加者：

132名
カナダ・ベトナム・中国・台湾・モンゴルなど日本に
暮らしている外国人やその家族とバーベキューで交流。
また、お国のど自慢、楽器演奏、民族踊りなどで異文化
に触れることができま

城氏（左）・羅氏（右）の講演。

した。文化講座は神戸

・移情閣友の会35周年記念祝賀会…12月15日（日） シー

教 育RI代 表 の 酒 井 正

サイドホテル舞子ビラ

人さんによる「国際交
流ボランティアの経験

映像で見る移

から」と題した講演の

情閣友の会35年

あと、施設見学も実施
しました。

参加者：75名

の歩み、日台交

国際交流フェスタ。

流演奏、食文化

・移情閣まつり２０１9＆交流会…10月13日（日） 移情閣

交流を通じて会

参加者：129名

員間の親睦を図

文化講座、コーラス、ウクレレ演奏、詩吟、フルス演

ることができま

奏、二重唱、オカリナ・ギター演奏と漢詩朗唱、二胡演

した。

35周年記念祝賀会。

奏等を実施。文化講座は、愛新翼館長による「中国宰相
の言葉」と、小学校講師の梁佳恵さんによる「日本語教

＜今後の活動予定＞

室で学ぶ子どもたち」と題した講演。２階講義室では囲

・2020新春のつどい…1月26日（日） 12：00-15：00

碁同好会と中華同文学校校友会が交流戦。中国の文化と

講演会・食文化交流・南京町春節祭見学・神戸華僑歴史

音楽を通じて地域との交流を深めることができました。

博物館特別展見学
会場：東栄酒家（講演会・食文化交流）、神戸華僑歴史
博物館（特別展）
演題：「近代中国の総商会制度：繋がる華人の世界」
講師：陳來幸さん（兵庫県立大学国際商経学部教授・
神戸華僑歴史博物館副館長）
参加費：3,000円


（移情閣友の会企画運営委員長：後藤みなみ）

コーラス（左）と二胡（右）の演奏。

2019年、孫文記念館は1984年の開館から35周年を迎えま
した。昨年の「孫文月間」では「ひょうごの人々と近代中
国」をテーマに、兵庫と孫文の深い縁について、姫路出身
で戦前期の「ジャーナリスト太田宇之助の見た中国と孫文
展」を開催いたしました。今年以降もひきつづき、地元兵
庫と孫文・中国のゆかりにつきまして、積極的に皆様にご
紹介できればと思いますので、その折は是非またご参観く
ださい。


（M. S）

――
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