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少女雑誌にみる近代少女像の変遷

一一『少女の友j分析か
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序章

久米依子 (1997) によれば， r少女Jという呼称、が，一般化したのは明治30年代以降であると

いい，本田和子(1990) によれば，童女と人妻の間の期間を「少女jととらえ，その代表的な存

在としてとらえられる f女学生Jが急増したのも，明治30年代以降のことであるという。本稿の

目的は， r少女jというカテゴリーが誕生した明治末以降， r少女jイメージを分析し， r少
女jがどのようなものとしてとらえられていたのかをあきらかにすることにある。これまでの研

究において，近代の女性イメージをさぐるとき， r少女jを女性総体からとりだし，そのイメー
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ジをさぐりだすような研究はほとんどなされてこなかった。したがって， r少女Jへのまなざし

も近代の代表的なジェンダ一規範である良妻賢母というまなざしだけで片づけられてしまうこと

が多かった。しかし，まだ妥とも母ともならない f少女Jへのまなざしは，良妻賢母というまな

ざしだけではとらえきれないのではないだろうか。近代に誕生した f少女jは，一方で， r女
性jであるために家族につくすべき「将来の良妻賢母jとして位置づけられていたのは確かであ

る。しかし，他方で， r少女jは実際には「子どもJでもある。近代家族のなかでは， r子ど

もJという存在は，家族に愛護されつくされるべき存在である。したがって，近代家族のなかの

「少女jには，家族につくす「将来の良妻賢母jとしてのまなざしだけではない，家族につくさ

れる「子どもJとしてのまなざしも向けられていたのではないだろうか。はたして， r将来の良

妻賢母j と「子どもjの狭間のなかで， r少女jはいかなるものとしてとらえられていたのだろ

うか。そして，良妻賢母という回路が夫を支え男児を産み育てることで女性を間接的関民として

とらえていく回路であるなら， r少女Jはいかなる回路で国民としてとらえられていくのか。

本稿では，それをさぐりだすため，近代の少女雑誌 f少女の友』の掲載小説にあらわれた少女

像をみていくことにした。「少女Jとは将来こうなるべきだとされていたのが，女子教育の理念

である良姿賢母という規範である。それでは，人々に，特に少女たち自身に今ある「少女Jとは

どのようなものとして社会的に共有されていると思われていたのだろうか。それにはメディアに

よるイメージの共有が大きな役割を果しているとおもわれる。

近代の少女雑誌は，少女たち，特に近代家族を実態化した新中間1曹の少女たちの，もっとも頻

繁に接したメディアである O したがって，少女雑誌の「少女jイメージは，現実がどうであれ，

また，それを常定的あるいは否定的にとらえるのであれ，読者である新中間!曹の少女たちが自ら

について社会的に共有されていると思っていたものであると考えられる O つまり，社会的観念

(山村 1971) ，社会意識(坂本 1991)としての「少女jと考えられるのである。はたして，

近代の少女雑誌で語られた「少女Jがどのようなもので、あったのか，つまり，社会意識としての

「少女Jがどのようなものであったのか，それが時代とともに変容していくさまを追いつつあき

らかにしてみたい。

そこで，第 1章では， r少女の友』の特徴や，読者層，さらには， r少女の友Jを分析すると

きのや分析方法を述べていく。第 2章以降， r少女の友』の分析結果をあきらかにし，そこに少

女に対するどのようなまなざしがあるのか，またそれがどのように変遷していくのか，それをあ

るべき将来の女性像としての良妻賢母という規範とどうかかわっているのかあきらかにしながら，

述べていく。

第 1章分析の素材と方法

1 少女雑誌の誕生と『少女の友j

明治27年 (1894年)の臼清戦争，明治37年(1904年)の日露戦争のこつの戦争を契機として，

明治20~30年代，産業界の発援とともに出版界も栄華をきわめ，新しい出版社と雑誌が次々に誕

生した。このように飛躍的に発展してきた出版界のなかから，まず，少年雑誌が，少年国の f少

間j(明治21年創刊)を皮切りに，博文館の『少年世界j(明治お年創刊)，実業之日本社の

『日本少年j(明治39年創刊)，講談社の f少年倶楽部J(大正3年創刊)と，次々に誕生する。

少女雑誌の登場は，少年雑誌の創刊からくらべると，やや遅れる。明治20年代前半までは，少
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女と少年は未分化で，たとえば，明治21年創刊の『少年間』に女子読者を排徐する姿勢はみられ

ないという(久米 1997)。そののち，明治28年(1895年) 9月， f少年世界Jに「少女棟Jが開

設され，やがてそれが，少女雑誌誕生につながっていく(久米 1997)。まず，金港堂の『少女

界J(明治35年創刊)が最初の少女雑誌として売り出されると，大日本少女会の『日本の少女j

(明治38年創刊)，近時聞報社の『少女智識箇報J(明治38年創刊)，そして，博文館の f少女世

界J(明治39年創刊)と，続々と少女雑誌が誕生する。

このような流れのなかで，実業之日本社の『少女の友jは明治41年(1908年)に創刊されたo

f少女の友』は，創刊の当時， A5判， 104ページ，定価10銭(実業之日本社社史編纂委員会

1997)。この時期，児童雑誌が f巌谷小波一色のおとぎぱなし時代から，童話へ，小説的な物語

へと移行しはじめた時期J(8本近代文学館 1977，165頁)といわれる。『少女の友iは，それま

で少女雑誌の王者として君臨していた f少女世界jが「巌谷小波中心の雑誌で，おとぎぱなし雑

誌のイメージを税していなかったこともあって，明治米から大正中期にかけての少女読者の強い

支持を受けjることになった(日本近代文学館 1977，165真)0 このように， r少女の友jは，創

刊から常に，おとぎぱなしというよりはどこにでもいるようなきわめて現実的な少女を主人公に

した小説中心に，その誌面が構成されている。ただし，他の少女雑誌同様，男性との恋愛をテー

マにした小説は絶対のタブーとされ， f少女の友jの主筆(現代の編集者にあたる)のなかでも

比較的新しい考え方をもっていた昭和初期の主室長，内山基でさえ， f男の方との交際はもっての

ほかですjと，誌上で断書していた(遠藤 1995-1997 (15))。また，実業之日本社の社員たち

は，編集者であると同時に雅号をもっ作家として雑誌に作品を発表していたため，編集者の雑誌

への影響は大きかった。『少女の友』においてもそれは顕著で，大正 8~13年(1919~1924年)， 

昭和 2~6 年(1927~1931年)と主室長として在職した岩下小業は，その主筆時代を回想、して次の

ように述べているoff少女の友』に於ては他の少女雑誌と異なり，記者は毎号，小説を発表する

義務があり，従って『少女の友記者jとなる資格のーっとしては，優れたる少女小説家で、あらね

ばなりませんでした。記者の小説が，その号の呼び物であり，またそれによって大多数の愛読者

を抱擁してをったことは事実でありました。雑誌の蔭にかくれて，ただ編集事務をのみ執ること

は，記者の大なる恥辱とさへ考へてゐたのでありましたJ(f少女の友J昭和 7年 l月号)0r少女

の友jは，そのため，きわめてその時代ごとの編集者，特に，主主査の色が出やすい雑誌であった

といえる O

『少女の友iの主筆は，太平洋戦争終結まで，実質，4田の交代があった。創刊のころの主筆は，

星野水義。星野は f少女の友』大正2年の春の創刊号で，創刊のころを悶想し， f雑誌さへ出せ

ばいいものだとは我等は思はない。読者の品性がどうであらうと構はないものだとは我等は患は

ない。父母兄姉が其弟妹の身の上を思ふが如く，我等は我が少女の友の愛読者が一人たりとも立

派な少女になるやう，少女の友を読んだが為に，世間の誉められ者になったといふものが一人で

も多く出るやうにと願ったjと述べるように，教育者的な信念をもって編集にあたっていた。さ

らに，星野は，大正2年 (1913年)ごろから，良妻賢母教育を提唱する女子教育家，下回歌子の

髄筆，凱|戒を積極的に『少女の友jに載せるようになり，その教育的な態度をますます露骨なも

のとしていった。

大正の中期から，実業之日本社受難の時代に入り，他の出版社の勢力拡大の前に同社は激しい

勢力争いを繰り広げるようになる。たとえば，同社の有力雑誌で、ある f婦人世界Jは，東京家政

会(のちの主婦之友社)の『主婦之友J(大正6年創刊)をはじめとする有力競争誌が， f第一次
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世界大戦中の好景気によって急増していた f中等階級jの嬬人，職業婦人などの新読者の開拓の

ために，意欲ある誌面づくりをJ(実業之日本社社史編纂委員会 1997，85頁)しはじめたのをう

け，新しい時代にふさわしい誌面づくりを目指しはじめる。特に， r職業婦人の社会進出は，当

然婦人雑誌の誌面づくりにも影響を及ほし，創刊時から大正初期までは，良妻賢母，つまり嫁と

して，委として，母としての視点から論じてきた『婦人世界』も，大正中期以降は，このような

情勢を敏感にキャッチして，……一人の女としていかに生きるか，の視点からJ(実業之日本社

社史編纂委員会 1997，86頁)誌頭づくりをするようになるのである。妹雑誌である『少女の

友jも，その動きに対応するように，大正8年 (1919年)， 12年間主筆を続けた星野から，岩下小

葉に主主表を交代させている。岩下は， r東京』創刊のための社内全体の人事異動で，大正13年

(1924年)から昭和 2年(1927年)の問，いったん，浅原鏡村に交替するものの，ふたたび昭和

2年(1927年)から昭和 6年(1931年)まで主主去をつとめている。

昭和に入ると，実業之日本社は深刻な業績の低迷にみまわれ， r少女の友jも，有力な競争誌

である講談社の『少女倶楽部J(大正12年に創刊)の強烈な娯楽性と豪華な装飾でいろどられた

誌密に，多くの読者たちを奪われていく(遠藤 1993a)。当然，岩下の時代は， r少女倶楽部J

への応戦のため，増ページ，講談・怪談の特集をくむなど(大正12，13年)， r少女の友j誌面の

様々な変革を強いられることになった(大阪国済児童文学館 1993)。しかし， r少女の友』は，

初めのうちこそ『少女倶楽部jを模倣していたものの，昭和を迎えると新しい編集方針を打ちだ

すことになる O 昭和 3年(1928年)，内山基が実業之日本社に入社すると，内出は，主筆の岩下

のもと，rr少女の友iを都会的でエレガントな雑誌、jにしようとしはじめる(実業之日本社社史

編纂委員会 1997，132頁)0 このころから， r少女の友Jは，映磁や宝塚少女歌劇の記事を頻繁に

載せるようになる O 昭和 6年 (1931年)末，当時まだ28歳であった内山が岩下に代わって主筆の

座に就くと，その特色はますます鮮明になっていった(実業之日本社社史編纂委員会 1997)。

この『少女倶楽部jは，rr女子だからといって日本人である以上，任侠や武勇に共感せぬ筈は

ない。おもしろい読物を読んでいる関に，知らず識らずのうち女性の品性を掬治していくことが

大切』との社長の考えから講談を取り入れJるなど(大阪国際児童文学館 1993，561頁)，その

「おもしろくでためになるjや「右手に教科書左手に少女倶楽部」という講談社の掲げたスロー

ガンを忠実に体現した雑誌の内容が， r従来の少女雑誌の淡自さにあきたらない読者の心をひj

色少女たちの圧倒的な支持を得ていた(遠藤 1993a，608頁)。それに対し， r少女の友jは，

り上げ部数においては『少女倶楽部』にかなわなかったものの，昭和の初めから， r少女倶楽

部iとは異なる読者!蓄を獲得し，強自の地位を築くことに成功したといわれている。『少女倶楽

部jが，小学5，6年生という低い年齢層を読者対象としていたのに対し， r少女の友jは，女学生

に焦点をしぼり， しかも，大都市の，とりわけ，東京の山の手や京肢神の女学生を標的にしよう

としたのである(遠藤 1993a)o rここから，宝塚との全面的なタイアップによるおびただしい

グラピアやスターの記事，都会的な詩や創作， f予情函といった内容が生まれる。……この内容は

地方の保守的な学校からは排斥されたが，学校からの制約が比較的少ない大都市の女学生からは

熱烈に迎えられた。……彼女らは地方を基礎とする『少女倶楽部jの読者ほど多数ではないが，

自由な空気の中で，叙情的なものへの強い要求を育てており，経済的にも概して恵まれていたj

(遠藤 1993a，608-609頁)。その一方で、， r少女倶楽部jは，宝塚少女歌劇の記事を，一切，

載せることはなかった。地方の女学校では， r少女の友jの都会趣味を喜ばず¥『少女の友iに投

書する少女は不良少女視されたこともあったという(遠藤 1995-1997 (1))。
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秋山正美によれば，この講談社の『少女倶楽部jは，創刊の大正12年 (1923年)は 6万7千部，

次の年は387J部発行したという。このうち，売り上げはおよそ19万部，返品率49.7パーセントで

あるO 最高部数は，昭和12年 (1936年)新年号の49万2千部となっている。間じ講談社の少年雑

誌『少年倶楽部』は，大正のうちに30万部を突破し，昭和11年 (1936年)に75万部を記録，幼年

雑誌『幼年倶楽部Jは，昭和 6年(1931年)に95万部に達している(秋山 1992)。少年雑誌や

幼年雑誌より少ないものの，少女雑誌も，確実に一定の部数を保っていることがわかる。実業之

日本社に『少女の友jの売り上げ部数の記録は残っていないが， r少女倶楽部』よりもやや劣る

程度の売り上げ部数であったと考えられる。

このように，二大少女雑誌のーっとして栄華をきわめた f少女の友iであるが，戦時下，国家

のマスメディアに対する規制が強化されるとともに，その誌面を変えていかざるをえなくなる。

昭和13年(1938年)の婦人雑誌の記事検閲を皮切りに，娯楽誌，児童誌へと内務省の f雑誌浄化

運動jが進むと， r少女の友Jも，昭和14，15年(1939，1940年)ごろから，時代の流れに飲み込

まれていってしまうのであった。(実業之日本社社史編纂委員会 1997)。

f少女世界』昭和41年 1月号 f少女の友』昭和15年6月号 f少女倶楽部』創刊号

図1-1 近代の代表的な少女雑誌の表紙

2.少女雑誌の競者層

このような少女雑誌は，いったい，読者からどのように位置づけられていたのだろうか。

大正から昭和にかけて，多様なメディアが登場し，大衆化していくなか，男性は新聞や雑誌な

どの他にも，峡爾や芝賠，寄席などに頻繁に接したのに対し，女性は，あらゆるメディアのなか

でも，婦人雑誌や少女雑誌などの雑誌に接することが多かった。有山輝雄によれば，大正15年

(1926年)の京都市役所社会課の「職業婦人に関する調査jにおいて，事務員，看護婦，交換手

など10職種， 2048名を調査したところ，雑誌を読む者は79.9パーセント，しかしながら，趣味に

関する費簡で約84パーセントが不明で，最高のキネマでも 7パーセントにすぎないという(有山

1984)。この調査結果に，有山は， r女性の社会進出といっても，女性の自由な外出を臨む社

会的制約が-12SIとなっていただろう。そして，繁華街の娯楽である映画などの代用として婦人雑

誌があったのではないかJ(有山 1984，41-42頁)と，考察している。少女雑誌，婦人雑誌は，

あらゆるメディアのなかでも，女性たちのもっとも頻繁に接することのできたメディアであった
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と考えることができょう。

それでは，いったい，どのような人々が少女雑誌の読者となったのだろうか。

近代の少女雑誌，婦人雑誌の受け手たる読者の調査は，困難をきわめる。全国的かつ継続的な

読者調査がまったくなされていないからである。しかし，氷嶺重敏(1997)は，地方自治体・食

業・学校がおこなった読者調査を拾い上げ，女工，職業婦人，女学生，女子小学生の雑誌議読の

ありように迫っている。氷嶺は，その作業のなかから，婦人雑誌の読者層をあきらかにしようと

試みているが，開様の方法にて，ここでは少女雑誌の読者層をあきらかにしてみたい。女工，職

業婦人，女学生，女子小学生の雑誌講読状況を調べた調査から，そこでの少女雑誌占有率(口講

読少女雑誌延数÷全講読雑誌延数)，および，少女雑誌普及率(=講読少女雑誌延数÷調査人数)， 

さらに， r少女の友J~玉有率(ェェ『少女の友』延数÷会議読雑誌延数)， r少女の友i講読率(=

f少女の友』延数÷誠査人数)を出した。それが表 l… lである。この表 1-1の少女雑誌普及

率をみると，女子小学生にもある程度の少女雑誌普及率がみられるものの，やはり，圧倒的に高

い少女雑誌普及率は女学生にみられ，少女雑誌の読者層のゆ核に位置していたのは女学生であっ

たことがわかる。職業婦人や女工は，少女雑誌の潤辺の読者であったといえよう。

少女雑誌のほうでは読者をどのようにとらえているだろうか。

f少女の友jには，女学校の入学試験に関する記事(r少女の友高等女学校入学練習試験j大正

9年 1月号など)や，小学校や女学校の様子を伝える記事(r東西女学校評判記J大正 9年8月号

など)が多く掲載されている。さらに，掲載ノト説の主人公は，そのほとんどが，女学伎である。

このことから， r少女の友』のほうでも，基本的に女学生をその読者としてとらえているようで

ある。特に， r少女の友jは，大都市，特に新中間!習の集中する東京の山の手や京阪神の女学生

に向けて意識的に誌面づくりをしていたからなおさらであろう(遠藤 1993a)。

ところで，この新中間!曹は，小山静子によれば， r明治20年代から言説として語られていた家

庭を実態化していく人々であったJ(小山 1999，38頁)という。小山によれば，新中間層は，第

一に，俸給生活であるため，妻は生産活動から切り離され，主婦として家事・育児に専念してい

くことになった，第二に，継ぐべき家業をもたないために，子どもには家庭教育，学校教育がこ

とさら熱心にほどこされることになった，第三に，新中間層は，農家から学校教育を受けるため

に大都市に流入しそのまま就職・結婚した農家の次男や三男たちによって構成されているため，

その結果，ほとんどが核家族を形成していた(小山 1999)。この三つの特徴により，この新中

間層が，近代に誕生したといわれる「近代家族Jの担い手であったのである(小山 1999)。近

代の少女雑誌の読者，特に， r少女の友』の読者たちは，この f近代家族jのなかで育った少女

たちであるということができょう。

このように，本稿で分析する『少女の友Jの少女像の受け手は，基本的に，新中間層の女学生

であるということができる。すなわち，近代になって誕生した「近代家族Jを実態化していた階

層の女学生たちということができょう。
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表 1-1 少女雑誌の占有率と普及率

詩書重量人数 語専務雑誌延数 少女雑誌延数 少女雑誌市有率 少女雑誌普及率 f少女の友j延数 f少女の友j占有率 f少女の友j講読率

(人)/(a) (情)/(b) (情)/(c) (%)/(CIb) (%)/(cla) (櫛)/(d) (%)/(dIb) (%)/(dIa) 
(A) 2350 270 69 25.6 2.9 40 14.8 1.7 
(B) 631 292 123 42.1 19.5 84 28.8 13.3 
(c) 231 15 2 13.3 0.9 。 0.0 0.0 
(D) 1054 154 (9J (5.8J (0.9J 3 1.9 0.3 

女 :ζ
(E) 840 101 37 36.6 4.4 37 36.6 4.4 
(F) 390 115 28 24.3 7.2 28 24.3 7.2 
(G) 30∞ 1414 333 23.6 11.1 104 7.4 3.5 
(耳) 不明 247 17 6.9 2 0.8 
(1) 3846 397 (22J (5.5J (0.6J 4 1.0 0.1 
(J) 80 92 9 9.8 11. 3 。 0.0 0.0 
(正) 9∞ 1184 (33J (2.8J (3.7J 10 0.8 1.1 
(L) 1190 1436 (78J (5.4J (6.6J 10 0.7 0.8 

職業婦
ω 8∞ 472 (24J (5.1J (3.0J 。 0.0 0.0 
(N) 2048 1965 (245J (12.5J (12.0J 19 1.0 。‘9人 (0) 1949 792 11 1.4 0.6 4 0.5 0.2 
(p) 5779 5879 (1460J (24.8J (25.3J 249 4.2 4.3 
(母) 4770 6928 (116J (1.7J (2.4J 44 0.6 0.9 
(R) 226 399 (179J (44.9J (79.2J 72 18.0 31. 9 

女学生
(8) 90 238 (67J (28.2J (74.4J 38 16.0 42.2 
(T) 告94 (2103) (841) (40.0) (84.0) 259 (12.3) (26.1) 

(u) 1060 2327 (986J (42.4J (93.0J 212 9.1 20.0 
女子小 (v) 12218 (10045) ((7612)J ( (75.8)] ((62.3)J 1840 (18.3) (15.1) 
学生 同 3767 2995 (1383J (46.2J (36.7J 435 14.5 11.5 

注1) ( )は，問答結果の全数が不明，判明分の合計のみ。

主主2)氷嶺(1997，174-179， 206真)の雑誌講読状況表には，講談雑誌すべてが記載されているわけではなく，途中で省略されて

いる表もある。そのような表については( Jのなかに入れた。

i主3)少女雑誌についての定義だが，ここでは， r少女世界J. r少女官軍報j， r少女倶楽部J，あるいは『女学生jなど，その名称

に「少女Jあるいは「女学生jがつき，あきらかに少女を対象としているとわかるものを少女雑誌と定義した。また，婦人雑誌との

中間的な存在である『令女界1. r若草J，ま徐外した。

i主4)(A)-側についての識査の調変対象，詩竜王長年については，表 2参照。

資料・永嶺(1997，174-179， 206頁)の女工，職業婦人，女学生，女子小学生の雑誌講読状況を示した差是5・6および表6・1よ

り作成。

表 1-2 戦前の女性読者説査(A)~(W)

調査対象 調査年
(A) 東王子、府の製糸女工 大工E8年
(B) 東京府の化粧品製造業女ヱ 大正8年
(c) 東京府の染色管理その他の加工業女工 大正8年

(D) 東京府の印刷製本業女工 大正8年

女工
(E) 上州新町ili十製糸湯女工 大工E9年

(F) 武州熊11¥村森関軍基糸場女工 大正9年
(G) 東京，大阪都，その他の綿糸紡綴女工 昭和2年
(H) 総j司盟組合員女工 昭和3年頃

(1) 神戸市のマッチ工業従事女工 昭和3年

(J) 総間短紡績沼津支部の総合員女工 昭和 7年頃
(K) 東京市内の職業嬬人 大工E11年
(L) 名古摩市内の職業婦人 大iE13年

職業矯
M 広島市内の職業婦人 大正15年
(N) 京都市内の職業婦人 大iE15年

人
(口) 大阪市内のカブェー女給 昭和 5年
(p) 東京府の百貨!古就署員希望女性 昭和 6年

(ω 東京市内百貨1苫等の婦人従業員 昭和 9年

女学生

((R5j ) 泉東五京五のの茶莱高言語等女女本学科生3 ・4年生

(T) 東京府立第五高女会主主徒 昭和 6年

(u) 東京府立第三高女会生徒 昭和 7年耳目

女子小 (v) 東E武子宮内の45小学校の尋常4・5・8年生 大正14年
学生 0N) 京都市内の17小学校の生徒 大iE15年
資料:氷嶺(1997，161頁)の表5・1より作成。



128 

3 分析の撹角と方法

1 )分析の方法

教育学研究科紀婆貿~82号

本稿では， r少女の友Jの掲載小説について，そこで語られている少女像の変遷を，数量的な

分析によってつかむ。そして，それに加え，質的な分析によって，それをよりくわしくみていく

ことにする。

分析の素材は，明治41年(1908年) 2月に餅刊し昭和30年(1955年) 6丹に廃刊した，実業之

日本社刊の『少女の友jである o r少女の友jを選んだのは，一つめに，他の少女雑誌にくらべ

てもっとも長く続いた雑誌だからである。二つめに，大正12年(1923年)の創刊から圧倒的な少

女たちの支持を得た『少女倶楽部jにはかなわなかったものの， r少女の友Jは『少女倶楽部i

とは異なる読者層を獲得し，常に購読者数の多い雑誌であったからである。三つめに， r少女の

友』が意識的に東京や京甑神の新中間層の少女たちに向けて誌面づくりをしていたからである。

新中間層は近代家族をいちはやく実態化した階層である。本稿の自的は，その近代家族の少女た

ちが受けとっていた表象を分析することにあるため，少女雑誌のなかでも，よりその傾向が強い

『少女の友jを選んだのである。

また，近代の少女雑誌は小説が誌面の大半をおめるという性格であったため，分析するのは

f少女の友』の掲載小説ということになる。掲載小説は，大部分，毎号，一回完結の読みきりの

かたちをとっている。ただ，競争誌の『少女倶楽部jが連載小説を売りものにしていたことから，

それにならい， r少女の友』にも昭和のはじめごろから連載小説が多く掲載されるようになって

いる。しかし，このうち，大型の連載は単行本となることが多く，また， JlI端康成などの有名な

作家の連載であることが多いため，現在，複刻，あるいは全集本に収められ，容易に手に入るも

のも多々ある。髄持，それらを補足というかたちで，みていくことにしたい。

分析する時期は，創刊の明治41年 (1908年)から敗戦の昭和20年 (1945年)までである。敗戦

後，それまでの価値がくつがえされ， r少女の友jもその様相をがらりと変えてしまうことは予

想されることであり，それを分析することはたいへん意義のあることであると思われるが，ここ

では， r近代の少女像jを分析するということで，敗戦後の分析はおこなわない。この明治41年

(1908年)から敗戦の昭和初年 (1945年)までの期間，毎年，原則的に 1月号と 8月号を，分析

することにする。これは， 1月号が，連載小説の開始の号であること，また，編集側も新しい年の

編集方針を誌上に発表する号であることから，その年の?少女の友jの色をもっともよくあらわ

す号だといえるからである。それから，8月号は，ほぼ一年間のうちでゆ隠の号に位置し，かつ，

入手したなかでもっとも欠号の少ない号であったからである O また， r少女の友j!ま，大甑間際

児童文学館に所載されているものを分析の対象としており，ここが，日本中ではもっとも『少女

の友』を多く所蔵しているところである O しかし，それでも，欠号が多くある。分析対象である

号に欠号がある場合，その年に発行された別の月の号を扱っている。しかし，残念ながら，その

年すべての号が欠けていてそれすらできなかった年もあったことを，ことわっておきたい(くわ

しくは本稿末の資料を参照されたい)。

2 )数量的分析の枠組み

本稿では，まず， r少女の友』の掲載小説のなかで語られている少女が，どのような語られ方

をしているか，その語られ方によって，本稿で分析対象となった掲載小説すべてを分類していく
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という数量的な分析をおこなっていくことにした。その分類の枠怒みについて，ここでは，説明

しておきたい。

牟田和恵によると，明治30年代以降に求められた良妻賢母女性は，封建期女性の留婦といえる

が，しかし，封建期女性と異なり， r必ずしも劣ったあるいは柔弱な存在であるべきではなく，

教育と自主性が求められJ(牟田 1996，69貰)る女性像である，という。そして，それは， r男
児を育てる母jの役割に必須とされる(牟閏 1996，69頁)。封建期女性が，自己よりも家族を優

先する家族主義的な志向をもち，家族の言うがままに行動する無知で無力な自主性をもたない存

在であるのに対し，明治30年代以降の良妻賢母女性は，その封建期女性が内包している家族主義

を残しつつ，また，それを延長させた概念としての国家主義をもちつつ，教育と自主性を新しく

付与した存在だといえよう。

表 1-3 少女像を抽出する基準

偶人主義 家族や国家，地域社会よりも，自分の利益を優先させる

自分の利益を追求したり，自分の利主主のために行動している

あるいはそのような志向をもっ

家族・ 自分の利主主よりも家族や国家，地域社会の利主主を優先させる

国家主義 家族や岡家，地域社会のために，自分を犠牲にする行動をとる

あるいはそのような志向をもっ

自主性 知識や能力をいかし，自分の行動を決定する

あるいは実際に決定していなくてもそのような志向をもっ

非自主性 家族や鴎家，地域社会に自分の行動の決定をゆだねる

あるいは実際に決定をゆだねていなくてもそのような志向をもっ

巴::::l日
非自主性 ω l 自主性

日 |日

家族・国家主義

国 1-2 少女像を抽出する枠組み

そこで，図 1-2のように数量化の枠緩みを設定した。このような， r偶人主義J対「家族・

国家主義jの縦軸と， r自主性j対「非自主性jの横戦を設定し，それをもとにして， r少女の

友i記載小説の少女の語られ方をみていくことにした。この枠組みは， r傭人主義J対「家族主
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義jの縦軸と， r性分業肯定j対「性分業否定jの横軸を設定して『主婦の友』と『婦人公論』

の分析をおこなった木村諒子の数量化の枠組みを参考にしている(木村 1989，13頁)。なお，こ

こでは，この4つの志向性を表 1-3のように定義している。「他人主義jとは，家族や国家，

地域社会などの集団の利益よりも，自分の利益を優先，追及していく志向とする。そして， r家
族・国家主義jとは，自分の利益よりも，家族や国家，地域社会などの集団の利主主を鐙先し，自

分の利益を犠牲にしていく志向とする。これは，穂JI!時代の武士階級の家族道徳であった儒教に

みられる志向であり，また，明治政府が「家族制度イデオロギーjとして民法，学校教育をつう

じて普及させた志向である(川島 2000， 150-153頁)。さらに，それを鴎家にまで拡大した家族

国家観にみられる志向でもある(JI!烏 2000)0すなわち，穂川時代の武士階級にみられる女性

像，そして，近代の国家政策，女子教育論にみられる良妻賢母像が内包する志向である。これを，

『少女の友jの掲載小説にあらわれた少女の志向性を分類する際，より単純化し，少女が小説の

なかで自分の利益を重視しているのか，あるいは，家族・国家・地域社会の利益を重視している

のか，そのどちらかによって，あるいはどちらの志向性もある場合はそのどちらの志向性がより

強いのかによって， r少女の友jの掲載小説を分類していくことにする O また， r自主性jとは，

知識や能力，行動力をいかして自分の行動を自分で決定していく志向とする。そして， r非自

性Jとは，家族や国家，地域社会などの集団に自分の行動の決定をゆだねる志向とする。三従の

教えに代表されるような「女には自らの力で考え，ものごとに対処していく力は不必要j(小山

1991，22真)とする封建期に特極的な女性観がもっ志向である。これを， r少女の友』の掲載小

説にあらわれた少女の志向性を分類する際，より単純化し，小説のなかで，少女が自分の行動を

決定する際，自分自身で決定し行動しているのか(しようとしているのか)，あるいは，家族・

臨家・地域社会が決定しそれにしたがっているのか(したがおうとしているのか)，そのどちら

によって，あるいはどちらの志向性もある場合はそのどちらの志向性がより強いのかによって，

f少女の友』の掲載小説を分類していくことにする。

さらに，この間 1… 2の基本軸において，図 1 2の1の f個人主義jであり f自主性Jをも

つのは「自己実現タイプj，図 1-2の「個人主義Jであり「非自主性jであるのは，個人の欲

求のままに行動しているがあくまでも親などの保護，管理の必要な「幼児タイプj，図 1-2の

3の「家族・医家主義jであり「非自主性jであるのは「封建期女性タイプj，図 1… 2の4の

「家族・国家主義jであり「自主性jをもつのは「良妻賢母タイプj，ということができる。

3 )分析の手続き

このような数量的な枠組みをもとにして， r少女の友』掲載小説にあらわれた少女が「個人主

義jの志向をもつのかあるいは「家族・国家主義Jの志向をもつのか，それに加えて， r自主

性Jがあるのか「非自主性jなのか，その志向性に着目し，分析の対象とした f少女の友jの掲

載小説Jを分類していくことにする。そのとき，小説のなかで，その心性やふるまいをことこまか

く描写されている少女についてみていくことにするが，そのような少女が一つの小説のなかに複

数登場する場合，それぞれに着目していくことにする O

分類したのち，大まかな傾向をつかむため， r少女の友jの雑誌づくりの変遷にそって時期毘

分を設定し，その時期区分ごとに数量的な把撮をおこなう o r少女の友jは，先にも述べたよう

に，編集者が編集だけでなく創作にもあたっていたため，編集者，特に主筆の意向が誌面に反映

されやすい。主筆の交代は，実業之包本社社長，増田義ーの意向にすべてゆだねられており，そ
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れは， r少女の友』を売るための経営戦略に密接にかかわるものであった。そのため，主筆の交

代のたび， r少女の友jの誌面が大きく変わることが予想される。そこで，第 l節で述べた主筆

の変遷と，それから，それにかかわる経営戦略上の雑誌づくりの変遷から，5つの時期区分を設定

した。

まず\①明治後期・明治41~45年(1908~1912年)の前・星野水義時代で、ある。それから，女

子教育家ので呂歌子の影響が大きくなる②大正前期・大正 2~8 年(19日~1919年)の後・星野

水裏時代，③大正後期・大正 9~15年 (1920~1926年)の岩下小葉(そして浅原鏡村)時代，そ

して，内山基が入社して映画や宝塚少女歌劇の記事を掲載しはじめる④昭和初期・昭和 2~14年

(l927~ 1939年)の岩下小業・内山基の時代，最後に，戦時体制における記事検関下の⑤戦時下

・昭和15~20年(1940~1945年)の時代である O

このような時期底分ごとに， r少女の友i掲載小説を分類した結果を数量的に把握し，大まか

な傾向をつかみたい。しかし，もちろん，それはあくまで時代ごとの少女像の大まかな傾向をつ

かむためのものであるため，それだけでは不充分である O そこで，そのように分類された少女像

について，ストーリー構成上，それがどのようなストーリーのなかで語られているのか，また，

どのような意味づけを与えられているのか，質的にさらにくわしくみていくことにする。

第2章 無知で無力な少女:明治後期・明治41"'45年 (1908"'1912年)

1 数量的分析の結果

図 1-2の枠組みをもとに， r少女の友』の少女像の分類を試みた結果，図 2-1，図 2-2の

ような結果が得られた。函 2-1 は，明治41年(1908年)から昭和20年 (1945年)までの『少女

の友Jにおける「傭人主義j， r家族・関家主義j， r自主性j， r非自主性jの志向をもっ少女

像の出現頻度を示している。圏 2-2は，国 1-2の枠組みをもとに，明治41年 (1908年)から

昭和20年(1945年)までの『少女の友』における「自己実現タイプj， r良妻最賢母タイプj，

f封建期女性タイプj， r幼児タイプjの少女像の出現頻度を示している。

この数量的分析の結果をもとに，それぞれの時期区分でみられた少女の語られ方の特徴につい

て，質的分析の結果を加えながら，述べていきたい。
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f少女の友』にあらわれた少女像の推移

表 2-1 『少女の友』にあらわれた少女の志向性の推移

明治後期 大正前期 大正後期 昭和初期

47.1 58.3 61.8 73.4 

52.9 41. 7 38.2 26.6 

42.2 73.0 78. 7 86.0 

57.8 27.0 21. 3 14.0 

200.0 200.0 200.0 200.0 

戦時下

32.4 

67.6 

94.1 

5.9 

200.0 
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表2-2 r少女の友iにあらわれた少女像の推移

明治後期 大正前期 大正後期 昭和初期 戦時下

自己実現タイプ 41.2 88. 7 110.6 135.9 64.7 

良妻賢母タイプ 43.1 57.4 46.9 36.2 123.5 

封建賭女性タイプ 62. 7 26.1 29.1 16.7 11. 8 

幼児タイプ 57.8 27.8 13.4 11.1 0.0 

合計 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 

2 創特のころの f少女の友j

本田和子は，明治19年 (1886年)の中学校令公布と，明治32年(1899年)の高等女学校令公布

は，男女に「別々の意味づけが、試みられたjことを意味し，その意味では，きわめて「近代化へ

の操作Jの色合いの濃いものであったとしている(本田 1990， 180真)。そして，その後にいっ

せいに創刊された少年雑誌群と少女雑誌群は，それを補充すべく機能したと論じている(本出

1990)。また，久米依子は，明治30年代以降，それまでの「女子jに代わり， r少女jという呼称、

が一般化したことをふまえ，単純な対の性関表記である「女子Jr男子jに代わって，それまで

年少者全体をあらわしていた「少年Jから「少女jを分離させて誕生したこの「少年Jr少女j

の区分は， r権力的な惹異を示す記号J(久米 1997， 195真)であるとしている。

このように， r少女jという呼称，そしてその意味づけが定まったのち，明治41年(1908年)

2月118，実業之日本社から「少女jを冠した少女雑誌， r少女の友』が創刊される。主筆は星

野水裏。星野は，表紙絵や挿絵に関してこまかい注文をつけ，さらに，小説の原稿についても，

内容はもちろん，表現や字句に至るまで，不適当と思うものはすべて筋や用語を改めさせた。た

とえば，妾，芸者，継母，民などの文字の使用を一切禁じたのである(星野水薬「編集しなが

らj大正4年秋の増刊号)。

『少女の友』創刊号の星野による発刊の辞はこうである。

少女の時代ほど愛らしくもあり，また恐ろしきものはありません。知何なる色にでもすぐに染

まり易く，またーたび染った悪習慣は容易に直すことが出来ません。それが為に，いつしか悪い

友達と交って悪い習'慎を作り，毅の言ふ事を聴かず，先生の教にも従はず，他人に嫌はれ笑はれ

るやうな娘になって，遂に一生を過つ者が少なくありません。此悪い習慣を紡ぐには学校と家庭

との外に，少女に取りて面白く有益な読み物が必要で、あります。然るに，かやうな良い読み物は

まだ我掴にはありません。依て我社は最良の婦人雑誌『婦人殺界』の妹雑誌として，少女の為に，

面白く，且有益なる『少女の友』を発行するに宝りました。此「友jこそ実に少女を導いて，や

さしく，うるはしく，人に敬愛せらるる婦人となるに無二の締友であると信じます。

星野が， r少女の友Jを，教育的な配慮をもってっくりあげようとしていた態度が，ここにも

よみとれる。それも，少女に対し，教養を身につけさせるというよりは， r裁の言ふ事を轄j く

ことや「先生の教にjしたがう f習慣jを身につけさせることを目指している。一方，少年雑誌

f少年麗J(明治21年創刊)は，その広告にて， r此の少年聞は自ら任じて日本少年の進路を示さ

んとする者にして，完全なる教育を以て目的とせり。故に少年聞は穂育を以て其根抵とし，智育

を以て其花実とし，体育を以て其材幹とすJと少年の教育を目指していたが，その教育のなかみ
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は「刻苦勉励して功成り名を挙げること，さらには間家有為の人材となることをねらいとしてJ

いたという(大眠国際児童文学館 1993， 567頁)。すなわち，この時代，少年雑誌と少女雑誌，

さらには「少年jと f少女jは，まったく意味合いの異なるものだ、ったのである。

さらに，星野は， r五年間の少女の友の歴史J(大正2年3月春の増刊号)で，これまでの f少

女の友jの編集についてふり返り， r少女の友の主義精神，それは何であったかと云ふに家族的

博愛主義，郎ち少女の友はーの大なる家庭で、あって，記者及び読者は其家族である，一家の家族

が互に愛し合って親密なる如く，我々もさうせねばならぬ，といふ此家族的親愛主義を鼓吹する

にあったのである。……これが為に我等は，徒に読者におもねって，読者の意向にのみ従ふとい

う事はなさなかった。或持は愛撫もし，或時はfllll戒もしたj と，述べている O このような「家族

毅愛主義jの直接的な交流のかたちとして，このころ，各地で愛読者大会，誌友会をたびたび、開

催して星野自身も出席し，編集者と読者との交流をはかった。また，間接的な交流として，誌面

に，読者の手紙形式の投書を載せる投書欄，それから，読者の作文や詩などを載せる投稿欄を設

けて，読者の誌面参加がうながされた。今ヨの投書といえば，不特定多数の読者に宛てて自分の

意見を述べるようなかたちのものであるが，このころの女性雑誌や子ども向け雑誌の投書は，編

集者個人や読者偶人などの，特定の人物に宛てた私的な内容のものがほとんどであった。『少女

の友Jも，この例にもれず， r少女の友jの常連の投稿者や編集者に宛てた私信が，投書捕には

数多くみられた。

それから，このころの掲載小説は，編集者が執筆することが多く，星野自身も，いくつもの変

名で小説を載せていた(大阪国際克童文学館 1993)。編集者以外からは，与謝野晶子が章話，

尾島菊子が少女小説を寄稿している。また， r少女の友iの売り物の lつであったのが，竹久夢

ーの表紙絵，挿絵である。夢二は，小説もいくつか載せている。それから，このころの大きな特

徴は，女子高等師範学校教授宮川護子「自分が貰った贈物を貧児に別けてやった感心な少女J
(明治42年10月号)，神奈川県立高等女学校嘱託門奈くり子「卒業するまで金銭の出入i援をつけ

てゐた生徒J(明治43年2月号)などの美談が頻繁に載せられていることである。

それでは，星野の教育的な意図の色濃かった創刊のころの『少女の友』は，いったい，少女を

どのようなものとして諾っていたのであろうか。

3 無知で無カな少女像

明治41年(1908年)の創刊から明治45年(1912年)まで， r少女の友jで語られていた少女像

を，二つの基本軸(凶 1-2)によってあらわすと，図 2-3のようになる。すべてにおいてき

わだ、った偏りはない。創刊のころはまだはっきりとした少女像が確立していないようである。た

だ，函2-1，間 2-2から，この時代の特鍛をみると， r非自主性jと「家族・国家主義jの

志向をもっ f封建期女性タイプjと， r非自主性Jと「個人主義jの志向をもっ「幼兇タイプJ
の出現頻度がきわめて高いことがわかる。
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質的に分析してみると， r少女の友』では，二つの少女像が語られる傾向にあった。まず，①

どのような親であろうとひたすら盲目的にしたがう孝行娘(f封建期女性タイプJ)，それから，②

母親の監督と指導を常に必要とするようなあどけない少女(f幼児タイプJ)である。この時代に数

量的にみられる「自記実現タイプjと「良妻賢母タイプjは，質的にみると，杏定的に語られた

少女像にすぎない。

ところで，この明治40年代，女子教育論のなかで掲げられていた理想的な女性像は，いったい

どのようなものだ、ったのだろうか。小山静子によれば，日清戦争後の明治28年 (1895年)ごろか

ら，江戸時代の女訓書が理想化した女性像，すなわち， r女を男に比べて愚かなものとし，劣等

視する価値観のもとで，夫や翼姑に対して従}II買な妻や嫁となるj女性像に代わり， rまず子ども

を育て，教育する母役割が，やがては家事を責任をもって遂行する妻役割が強調され，そのため

の女子教育の充実が主張されていたjという(小出 1991， 234貰)0 そして，これは， r近代国

家の建設，それを支えていく国誌の養成が国家的課題として登場してくるjためであった(小山

1991， 234頁)。また，牟田和恵は，岡家的な課題として女性の母役割を重視する見方の登場か

ら，女性に対し， f教育と自主性が求められるjようになったとしている(牟a1996， 69頁)。

このような女子教育論が掲げていた良妻賢母象につながるような， r教育と自主性J(牟田

1996，69真)は， r少女の友Jの少女像には，みられない。むしろ，①の「封建期女性タイプjも，

②の f幼児タイプjも，教養や自主性のない無知で無力なものであるという意味において，江戸

時代の女訪11警にみられるような，女性を劣等視し， r自らの力で考え，ものごとに対処していく

力は不必要，いやそれどころか期待しえないJ(小出 1991， 22頁)とするような女性像につな

がるものといえよう。小山は，このころの「女子教育振興の文脈で語られる良妻賢母思想、がもっ

ていた現状打破的な性格は，現実の教育にはそれほど糞徹していなかったJ(小山 1991，59頁)

と指擁しているが， r少女の友Jにおいても，良奏賢母像というよりは江戸の女訳書の語る|日来

の女性像が理想化されているといえる。

たとえば，①どのような親であろうともひたすら盲目的にしたがう孝行娘(r封建期女性タイ

プJ)は，大酒を欽んであたりちらす両親にも文句一つ雷わず、につくす(渡遺自水「不兵の跨毅を

助けて家を再興した孝女おとらの美談j明治41年12月号)，冷たくふるまう病気の母親に畳にひ

たいをこすりつけて看病させてくれと懇願する(尾烏菊子「なさぬ仲J明治44年8月号)，父親
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の犯した罪の許しを乞うため自ら命を絶つ(牧山民竹「山賊の娘j明治41年10月号)なと令の小説

にあらわれている O そこには，常識外れの無理難題を言う親にも，愛情のない殺にも，黙ってし

たがう従}I債な少女の姿が語られている。また，親のために自ら命を絶つなど，その孝行の内容も

想像を絶するような内容が多い。

また，②母親の監督と指導を常に必要とするようなあどけない少女(r幼克タイプJ)は，たとえ

ば，母親の真似をして裁縫をしたがる娘に，望むどおりのことをしてやるもののそれが限度を越

えると厳しく叱りつけ，娘はそれに絶対的にしたがう(高信峡水「光ちゃんのお裁縫J明治41年

10月号)，紅葉狩りへ宥ったが「叱られませんかjと絶えず、母親の許しを得てから紅葉を拾う

(与謝野晶子「紅葉の子j明治42年11月号)，母親にねだ、って袴を蓑せてもらう(岩下小業「お

袴j明治44若手 1月号)などの小説にあらわれている。そこで語られている少女は，母親の意向に

沿うかたちでのみ慈しまれ可愛がられて気ままなふるまいが許されるものの，ひとたび母親の意

向にそぐわないふるまいをすると母親にたしなめられ，絶対的な服従を強いられる。そのため，

少女は，どんなときにも母親の意向をうかがい，母親の指導をあおぎ，それに盲従しようとして

いる。また，気ままなふるまいをするにしても，必ず，母親の忠告や援助がなければそれはかな

わない。まさに，保護と監督の必要な，あまりにも幼くあどけない少女の姿が示されているので

ある九

そして，そのように，少女は無知で無力なものであるという前提があるため，この時代の『少

女の友』では，少女に対し，あらゆる穂日を繰り返し教え込もうとしている。先にも述べた美談

ものが頻繁に載せられていること，また，小説においても，あらゆる徳目がふんだんに盛り込ん

であることが，それである。たとえば，与謝野晶子は，女性の自立と自我の解放をとなえた女性

解放思想の先駆者であるが， r少女の友jにおいてその先駆的な視点はみられず， rいくら悪口を

いはれたって，自分が普いことをばかりして居れば，神様は大切にして下さいますJ(r蓮と花と

子供j明治43年8月号)というような掠巨を強調する童話を頻繁に載せている。そして，ここで

みられる穂目は，質素である，慈悲深い，正恵である，貞操を守る，などのような徳自にかぎら

れ，女学校や女子高等師範学校，女子高業学校の教師が美談の多くを手がけているにもかかわら

ず，学業に励むことを強調するものはほとんどみられない。

第3章 家族への愛情のために自己を捧げる少女:大正前期・大正2-8年(1911

-1920年)

1 下回歌子と『少女の友J
大正に入ると，西欧社会からデモクラシー思想が流入して，政治，労働，文芸，教育などの各

方麗に少なからぬ影響を与えるようになる。明治44年(1911年) 9月に乎塚らいてふとその仲間

たちが， r青鞘』を創刊し，その鰐刊の辞の， r元始，女性は太陽であった。真正の人であった。

今，女性は月である。他に依って生き，他の光によって輝く，病人のやうな蒼白い顔の月であ

るJ，にみられるように，他に依存して生きていた女性たちに，内なる太j湯を取り戻して輝け，

と，叱陀激励した。一方，地方の保守的な人々，特に謙譲貞淑な儒教的女穂を学んだ下回歌子や

鳩山泰子などの女子教育者たちは，マスコミが「新しい女jと榔捻した報道のせいもあって，

f管轄』の関係者を危険思想、の持ち主と攻撃した(秋枝 1995)。

『少女の友jでは，明治43年 (1910年)ごろから下田歌子が施筆を載せていたが，大正に入る

と，ほほ毎号，随筆や訓戒を載せるようになっている。『青轄jを批判する下回歌子を頻繁に起
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用するようになったということは， r脊鞘jとそれに関する新しい女性の運動に， r少女の友iは

批判的な立場をとっていたと考えてもいい。大正4年(1915年)には，下回は， r少女家事十二

ヶ月jと題し，毎月，行儀作法に関する文章を載せている。そのなかでは，言語動作をしとやか

にして殺をたてないようにする，話題は愚痴や批評を避け，話し方にも気をつけ， r生意気らし

かったり，意張ってるやうjに聞こえないように気をつける，などを，こまかく記したり (rお容

に行った時j大正4年 1月号)，また，女性は決して口いっぱいに聞けて笑うな，といさめたり

している (r口!口!日!J大正4年8月号)。そこでは，謙譲貞淑な儒教的女徳、を身につけた女

性の育成が目指されているといえよう。

星野水裏も， r少女というものはひねくれて居てはいけない。素直でなければならぬ。下品で

はいけない，上品でなければならぬ。常に，清く美しく尊く，すべてに於いて愛らしくなければ

ならぬJ(r五年間の少女の友の歴史j大正2年春の増刊号)と，述べている。また，大正に入る

と，竹久夢二から111端龍子へと f少女の友Jの表紙の描き手を交代させているが，星野は，龍子

に対し， r費沢な模様と色彩とを施しであるjために f縮緬の着物jを描くことを禁止し，少女

の着物はあくまで銘仙までにとどめ，袖の長さも l尺八すまでにする，それから， r 1)ボンなど

も馬鹿馬鹿しく大きいものはよして，淑女の美簡を傷けない程度のものにjし， r数に於でもな

るべくーっといふことにjする，派手できらびやかな色彩と模様のちりめん着物よりも， r中流

の健実な家庭の少女が着てゐる二円か三円のj蒼物のほうがふさわしい，とこまかな注文をつけ

た(大正 5年1月号)。川端龍子は革新の日本箇家といわれ，ときには全長5メートルにも及び、

ダイナミックな作品で「会場芸術jと呼ばれる芸術活動を展開し，作家の佐藤春夫に絶賛された

画家であるが， r少女の友』に描かれた龍子の少女にそのダイナミックさはない。

それから，大正に入ると，美談ものがほとんど掲載されなくなり， r少女の友jは，ますます

小説中心の誌面になっていく O このころ寄稿していたのは，山田邦子，池田みすず，などの少女

小説の書き手たちであり，やがて，それに，江見氷藍，今商吉雄らの講談，三津木春影，森下雨

村などの推理物語が，加わるようになる。また，星野は，才能があると認めた新人の発揖・育成

にもっとめ，当時早稲田大学の学生であった宇野浩二に，童話，少女小説などをかかせたのも彼

である。(実業之日本社社史編纂委員会 1997)。

ところで，明治44年 (1911年)からは，成績優秀な継続投稿者への懐中(のちに腕)時計贈呈

制度を設け，読考からの作文や詩などの投稿を奨励した。そうして，これは太平洋戦争末の戦況

悪化時までつづいたのである(大阪国際児童文学館 1993)。

この時代の『少女の友iにおける小説の特徴をひとことで言うならば， r悲劇jである。この

時代， r少女の友Jでは，悲劇小説が流行し，信じられないような悲惨な小説ばかりが誌揺をお

おいつくすようになる。以下，具体的にみていく。

2 家旗への愛情のために自己を捧げる少女像

大正になると『少女の友』の少女像に明確な係りがあらわれる。関3-1をみてみよう。明治

後期とくらべ， r自主性jを志向する少女が増えるとともに， r自主性jと「家族・国家主義J

を志向する f良葵賢母型タイプjと， r自主性j と r~属人主義j を志向する「自己実現タイプj

に，少女像が真っこつにわかれている。

大正に入るころから，女性解放思想の登場に象徴されるように，女性の置かれている状況が

「問題jとしてとらえられ， r婦人問題jが社会問題として人々の跨に認識されるようになる
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(小山 1991)。それに対応するように， r少女の友』でも，悲劇的な小説が流行し，質的にみ

ると，悲惨な境遇に疑問をもち，自由と自己実現を求めて苦関する少女が，悲劇的な調子で，繰

り返し語られるようになっている。明治後期は侭に対しでも無批判である無知・無力な少女が語

られていたことを考えると大きな変化であり，ここにきて， r少女の友』でも，少女たちの置か

れている境遇を問題視する見方が誕生したのだと考えられる。しかし，このような悲線的な小説

においても，二つの少女像が語られる傾向にあった。まず①家族(特に親)によって自白と自己

実現が妨げられている場合，少女はそれらへの欲求をもちながらも，結局，家族(特に母親)の

自分への愛情に気づき，それに応えようとして自ら自由と自己実現への欲求を抑えつける(家族

志向の「良妻賢母タイプJ)。それから，②家族(特に親)が登場しない場合，かつ，家族(特に

殺)以外によって自由と自己実現が妨げられている場合にかぎり，少女は自由と自己実現への欲

求をもちつづけ，それをかなえようと苦悶しつづける (r自己実現タイプJ)o数量的にあらわれた

ニつの少女像は，質的にみるとこのようなかたちで語られているのであった。

幼児タイプ

非自主性

封建期女性タイプ

個人主義
100.0 

80.0 

家族・国家主義

自己実現タイプ

自主'段

良姿賢母タイプ

図3-1 大正前期 r少女の友』の少女像

たとえば，①の家族志向の f良妻賢母タイプjは，山のなかで病気の母親の看病をしている娘

が，夢と向上心に燃えて出の向こうへ行くことを決意するが，母親の自分への愛情に気づいて踏

みとどまる(山田邦子「あの山を越えてj大正2年 1月号)，父緒が死んで家計が苦しくなった

ため， 6人の息子がいるなか娘だけが叔父の家にひきとられることになり，娘は嘆き苦しむもの

の，母親と兄，弟の愛情に気づき，それにしたがうことにする(江口千代「冬の来る頃J大正6

年1月号)，病気の姉の看病から逃れたいと思いつつも，姉の感謝にむせび泣くさまに心打たれ，

妹は一生姉の看病をしていくことを響う(普野菊枝「春にあへる人々j大正6年1月号)などの

小説にあらわれている。このように，少女は，最初こそ，家族(特に親)によってもたらされた

自分の悲惨な境遇に疑問を抱き，自由と自己実現を求めるものの，家族(特に母親)の自分への

愛情に気づき，結局，自由と自己実現をあきらめ，家族のために犠牲になることを決意している。

また，②の「自己実現する少女jは，たとえば，孤児院の少女が，使用人をこき使うことで有

名な人物のもとへ女中としてひきとられそうになるものの， r私は自分独りで一人前の立派な女

にならなければならぬjと抵抗し，東京へ逃げる(岩下小業「みなし児J大正3年 1月号， 8月
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号)，人身売買で娘曲芸問に売られた少女が自由を求めて苦関する(江見水蔭「飛ぶ少女j大正

2年1月号)などの小説にあらわれている。このように，少女たちは，自由と自己実現を臨害す

るものに対し，嘆き，もがき苦しんでいるのである。

すでに述べたように，同じころ，女子教育論のなかで，子供の育成・教育のための母役割，家

事を責任もっておこなう妻役割が求められ，そのための教養と自主性がある良妻賢母像が登場し

ていたが(牟田 1996)， r少女の友Jにおいて，①の自由と自己実現を放棄して家族につくす

「良妻賢母タイプjは，富目的にではなく一定の自主性をもって親ひいては家族のためにつくし

ているという意味において，このころの女子教育論の掲げる良妻賢母像につながるような少女像

であるといえる。しかし，少女が自由と自己実現への欲求をもっているものとして語られている

という意味において，その少女像は，女子教育論の良妻賢母像にはみられない少女像をも内包し

ているといえよう。そして，それをおしすすめたのが，②の自己実現をもちつづける少女像，と

いえるのである。

第4章 寵日と家族の間で暮藤する少女:大正後期・大正 9-15年(1920-1932年)

1 第一次世界大戦後の『少女の友』

大正8年(1919年)ごろ， r職業婦人Jという言葉が社会に浸透するようになる。女性の職業

への進出がすすみ， r大正期には女が職につくのを異常だとか女らしくないという非難は影をひ

そめ，婦人雑誌が女子の職業案内を特集するように，女の職業進出を新時代の特撮とみなすよう

になったJ(村上 1983， 71真)という。職業婦人の増加とともに，全国タイピスト経合，婦人

事務員協会，大販女給同盟などの組織も，誕生している。

また，女性の進学熱も高まり，女子の高等女学校在学者数は明治43年 (1910年)から大正9年

(1920年)の10年間の聞に約2.3倍になり，大正15年(1926年)までの16年間では 6倍近くにも

なっている。大正9年(1920年)には東京帝劇大学で女子の聴講生を許可，まもなく，京都帝国

大学でも許可される O 大正13年(1924年)には，日大，早大などの女子聴講生，女子学生連盟が

結成され，のちに，同志社大，関西大なども加わり規模が拡大した。この連盟は，女子教育の向

上と機会の王子等を目指すものであった。

『少女の友jは，大正8年(1919年)から，麗野水豪から岩下小葉へ主筆が代わる。同じころ，

競争誌の創刊が相次ぎ，なかでも，大正12年 (1925年)創刊の『少女倶楽部jは急、速に広範囲な

読者を獲得していったため， r少女の友』も星野の時代のままの内容ではいられなくなる or少女

の友』の愛読者か貯財高家，そして f朝臼新揮jの懸賞小説に一等当選して作家になった横山美

智子が登場するのはこのころである。

このように女性の状況に社会の女性に対する期待が急激に変化し，しかも，競争誌『少女倶

楽部』が登場して今までの誌面づくりへの再考を迫られるなか， r少女の友iは，どのような誌

面を展開することになったのだろうか。

2 寝己と家族の聞で葛藤する少女像

大正7年 (1918年)第一次世界大戦終結後，女子教育論において，良妻賢母像の劇的な変化が

みられるという(小山 1991)。第一次世界大戦下の渡欧女性の銃後のはたらきは， 8本の

ジャーナリズムを賑わしただけではなく，文部省や軍部も注目したため， r一方では潜在能力を

開発し，活動力や積栂控をそなえた女性を育成していくことを目指し，他方では従来の性別役割
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分業を温存しつつ，女性の『男性化』を避ける，という課題の追求されjるようになる(小山

1991， 235貰)。そのため，これまでのように家内労働だけに従事するのではなく，職業の従事や

f女の特性Jの発揮などをつうじた国家への直接的な貢献をもする新しい良妻賢母像が求められ

るようになったという(小山 1991)。しかし， r少女の友Jでは，数量的にみると，明確な変化

はない。わずかに，大正前期よりも， r自主性Jと「個人主義jの志向をもっ「自己実現タイ

プJが増えているのみである。関 4-1をみてもらいたい。

しかし，質的にみると，大きな変化がみられる O このころ，大正前期同様，二つの少女像が語

られる傾向にあるが，それらは大正前期のものとは大きく異なっている O まず¥一つめは，①自

分の才智や行動力をいかして家族(特に親)のためにはたらく少女(家族志向の「良妻賢母タイ

プJ)である O これは，大正前期の①「良妻賢母タイプjの発展したものと理解できる。それから，

二つめは，②家族の反対に苦しみながらも自分の才智や行動力をいかして自由と自己実現をかな

えようとする少女(r自己実現タイプJ)である。この二つのタイプの少女像がみられるようになっ

た。そして，この二つの少女像は，自主性をもち，教養と行動力，積極牲をもっという意味では

共通し，今までになかった新しいタイプの少女像である。その意味においては，両方とも，この

時代にみられる，西欧女性のような教養や行動力，積極的性を社会的な規模で自本女性にも求め

る動きに対応しているといえよう。

幼児タイプ

非自主性

封建期女性タイプ

個人主義
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80.。

家族・国家主義

自己実現タイプ
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良妻賢母タイプ

図 4-1 大正後期 r少女の友』の少女像

しかも，Ci)自分の才智や行動力をいかして家族のために穣綴的にはたらく少女(家族志向の

「良妻賢母タイプJ)がおこなうのは，家内労働ではなく，企業や工場などではたらくという賃労

働である。先に述べたように，このころ，女性に対し，家内労働だけでなく，職業の従事や「女

の特性Jの発揮などをつうじた岡家への貢献をすることが求められていたが(小山 1991) ，ま

さに，この少女像にみられる職業への従事は，それに見事に対応している。ただし，女子教脊論

で奏や母である女性たちに対していわれているのは，あくまでも妻として母親としての役割から

逸脱しないことを前提とした補助的労働や家内労働にすぎなかったが(小山 1991)， r少女の

友Jにおいて，少女たちが家族のためにおこなうのは，企業や工場ではたらくという，男性なみ

の賃労働である。まだ奏とも母ともならない少女には，妻や母である女性よりももっと積極的な
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国家のための労働力としての期待があったことがうかがえよう。

たとえば，母親のために事務員としてはたらく(石川星影「二つの道J大正12年 8丹号)，病

気の母親のとめるのもきかずに母親のために製糸工場ではたらく(渡部清子「熱涙J大正12年 8

月号)，母親と兄のために工場ではたらく(大津重雄「兄帰るまでJ大正13年8月号)などの小

説にあらわれた少女像である。

これまでの時代にみられた少女たちはただ家旗の言うがままになっていたといえる。明治後期

にはただ盲目的にそれに従っていたし，大正前期にはそのことへの疑陪が浮上してきたが，家族

のためにあえてそれにしたがっていた。しかし，このころ，自分の才智や能力を発揮し，積極的

に家族へ震献している O そのため，そのことに対する満足感，それから，家旗のためとはいえ，

労働する楽しみが生まれている。したがって，今までのような悲'槍惑はあまりない。さらに，そ

こにおいて，母殺はあくまでも内戦などの補助的な労働や，家内労働以外何もせず，少女一人が

賃労働をおこなっているのである。

また，②家族(特に親)の反対に苦しみながらも自分の才智や行動力をいかして自由と自

現をかなえようとする少女(r自己実現タイプj)は，たとえば，音楽の海外留学か母親のそばで孝

行をするかこつの選択に引き裂かれるが，結局，恩師の強いすすめで海外留学を選ぶ(横山美智

子「海鳥は唄ふj大正14年8月号)，東京の女学校へ特別に給費生として進学することが決まっ

たものの，そのことで両殺に悪態をつかれいじめぬかれ，苦障しながらも小学校の先生の説得に

より進学を来たす(岩下小業「水準麗の娘J大正13年 8月号)，母親に不孝者とののしられなが

らも演劇の道へ進む(石川星影「二つの道J大正12年 8月号)，などの小説にあらわれている。

このように，少女たちの自己実現は，常に，家族(特に親)にとって決してよい影響を与えない

ものであり，むしろ，家族(特に親)の幸福を昭害するものとして，語られている。そのため，

少女の自己実現は，常に，家族(特に親)の反対にあったり，少女自身に罪悪惑をもたらしたり

する。それでも，少女たちは，悩み苦しみながらも，自己実現を追求しようとしてもがいている

のである。その意味では，このような少女像は，女子教育論でいわれる良奏賢母像にまったくつ

ながらないもの，むしろ，まったく杏定してまうものであるといえる。

そうして，このような少女像の変化は，少女が身につけるべき価値の内容に，変化をもたらし

ている。これまで，美談などにおいて，正査であることや慈悲深いことなどの徳田が強調されて

いたが，この持1-t，それらはまったく消えてしまい，代わりに，勉学に励むことや労働に励むこ

とを賛美する内容が主流となっている。たどえば， r楽墳の明星久野久子女史生ひ立ちの記j(大

正10年 9月号)には，音楽の情熱を燃やし，音楽に打ち込むことがいちばんの幸せであり，他に

望みをもたない，と話す久野久子の生い立ちが語られている O また，大正11年4月号には， r立
志発奮の人々jという記事があり，そこには， rよその子守りをしながら学校に通はして賓ふ静

さんj，r学校から帰るとすぐ夕刊を売る初予さんj，r袋張の内戦をしながら訳書してゐる節子

さんj，r会社の給仕をしながら学資を貯金してゐる花子さんj，r按摩をしながら母を扶けてゐる

薫さんj，r女中になって夜学に通ふ秀代さんJという模範とすべしとする少女たちが登場するが，

これはすべて，勉学や労働に励む少女たちを称賛するものである。このように，少女に期待され

るものが，これまでの慈悲や正直さなどから，勉学や労働に励むことへ変化しているのである。
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第5章 自由と自己実現を謡歌する少女:昭和初期・昭和 2-14年(1927-1939年)

1 モダンガールの登場

このころはエロ・グロ・ナンセンスに代表される昭和モダニズムの風潮が生まれた時期である

(木村 1989)。そして，大正14年(1925年)ごろから， rモダンガールJrモダンボーイj

葉が，流行しはじめた。つばの広い麦わら輯子とだぶだぶの晦広いスラックスという，ピーチパ

ジャマ・スタイルの女性たちが，大正12年 (1923年)の関東大震災後，後興した銀座を鴎歩した

のである。そして，断髪，描き宿毛，マニキュアがこのモダンガールの条件でもあった。マスコ

ミは f来世亡障の兆しjと嘆いたが，清沢測が，モダンガールを男子専制の道徳に反対して生ま

れたものとしてみたり，菊池寛が，モダンガールのなかに見せかけの新しさだけでなく本貿的に

新しいものをみたように，モダンガールを評価する意見もあった(r女と男の時空j編纂委員会

1998)0 

f少女の友jは，競争誌『少女倶楽部iの読者拡大の前に苦戦を強いられていたが，昭和に入

ると， r少女倶楽部jの追随をやめる。そして，映画や芝居，特に，宝塚少女歌劇のグラビアや

記事をふんだんに載せはじめ，都会的な色合いをだそうとしはじめる(たとえば， r熱清映画

f燃ゆる啓.IJ昭和 2年4月号， r宝塚少女歌劇の花形J昭和 4年 5月号， r宝塚写真日記J昭和 6

年5月号， r宝塚少女歌劇生徒一人一話J昭和12年 1月号)。昭和6年 (1931年)末，岩下小葉か

ら当時まだ28歳であった内出基に主筆が交代すると，その傾向はますます強くなる。内山は，さ

らに，投書欄・投稿械を充実させるとともに，読者向士の交流会である「友ちゃん会jに力を入

れ，今までよりも盛んなものにした。それから，読者の少女たちの座談会を設け，少女たちに自

分のものの見方や夢などを自由に語らせ，誌面に掲載した。このように読者の少女たちを積極的

に f少女の友jに参加させた。また，少女たちの熱烈な支持を獲得することになる画家の中原淳

一をまだ無名のころに発掘し，ディズニーの影響をうけた新しい薗風の松本かつぢを登用した。

そして，古屋信子やJlI端康成，船橋聖ーなどの文壊の実力者を採用し，ユーモアと生活感あふれ

る作風の由利聖子，島本志津夫(神崎清)を登用するなど， r少女の友jの雑誌の内容もより充

実した高度なものにしようとした。そして，そのことにより，東京や京阪神の大都市の女学生，

それも，女学校の上級生の読者に読者層をしぼりこもうとしたのである。

この内山は，少女に対する見方についても，新しいものをもっていた。昭和13年 1月号に「少

女に贈る古屋信子先生内山主筆対談会Jと題した吉麗と内山の対談のもょうが掲載されているが，

そのなかで，古屋は，自分が受けてきた女学校の教育について， r教育があまりに実用的な方面

を重んずる為か，それより一段高い人間的教養といふものが欠けていたやうにも思ひます。です

から，もっと良妻賢母主義を離れた一個の人間としての教養を設ける先生がゐてくれたらと患っ

たことがございますJと，批判している。それをうけて，内山は， r今の日本には女の精神生活

とか，さういふものを引っ張って行く為の科学的の機関が何一つないでせう O 文部省あたりでは

科目のことや伺か考へてゐるでせうけど，どんな風に今の女の子の精神生活が営まれて，どんな

風に引っ張られて行くべきかといふ，さういふものを深く考察すべき機関がない。古屋さんなど

中心になられて若い婦人を集めてさういふ研究的な科学的なものをこしらへて世の中に発表して，

今の女学校生活などに対して訂正を与へるやうになすったら如何で、せうJと，提案している。ま

た，古屋がフランスの少女たちについて，その自己主張の妊盛さを諾ると，内山は， rさういふ

社交的な点では日本の女の子は遅れてゐるかも知れませんね。 f少女の友』の読者に訊くんです
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けど，日本の英術とか絵画の没界などどんな風に思ってゐるか，あなたの好きな画家はどんな人

かといふと，余り応、へる入がない。ああいふことに対する知識を，持たうとしてゐないのですね。

外国の小説など読んで見ると，子供でも或程度になると，自分の留の美術とか文学について，人

に話せる位の知識を持たうとしてゐるところが見えますねJと，日本の少女を批判する。内山は，

少女が自己主張とないことについて，よく，遺憾の言葉を載せている O 各地で関かれた友ちゃん

会で，少女たちが恥ずかしがってなかなか自分の意見を言わないため， rかうした会にはもっと

自分を勇敢に発表して頂きたいものですJ，rおとなしいことは勿論よいことですが，発表すべき

時にははっきりと自分を表現する習慣をつけることは大切なことではないで、せうか。これは日本

の少女に共通の欠点だと思ひますjと， r少女の友iに何境も苦雷を載せている(遠藤 1995-

1997 (1)， 45頁)。このように，内山は，良妻賢母主義教育を批判する古屋の立場に費問し，少

女たちには，自分の意見をもち，それを堂々と主張することを求めていた。

このような内山基のもとで， r少女の友』は，どのような少女像を伝えようとしていたのだろ

うか。

2 自由と鼠己実現を謡歌する少女像

関2-1，図 2-2をみてもらいたい。数量的にみると，これまでの持代とくらべ， r自
性jと f個人主義Jを志向する f自己実現タイプJの出現頻度が圧倒的に高くなっている。盟 5

lをみても，この時代，他の少女像をしりぞけ， r自主性jと「個人主義jを志向する f自己

実現タイプjがもっとも多く出現していることがわかる。

幼児タイプ

非自主性

封建期女性タイプ

個人主義
100.0 

80.。

家族・国家主義

自己実現タイプ

自主性

良妻賢母タイプ

図5-1 昭和初期 r少女の友iの少女像

質的にみても， r少女の友jでは，大正前，後期にみられた家族志向の「良妻賢母タイプJは

姿を消し，大正前，後期からみられはじめた f自己実現タイプJをさらにおしすすめたかたちの，

自由を謡歌し，のびのびと自己主張し，自己実現する少女たち (r自己実現タイプJ)がみられるよ

うになり，たちまちのうちにそれが f少女の友jで主流となっている。そのような少女像があら

われた理由として， r少女の友jでは，一つめに，今まで少女の自由と自己実現を妨げてきた家

族(特に母毅)がそれを応援するものとして語られるようになったこと，二つめに，少女の自由



144 教脊学研究科紀要第82号

と自己実現を応援する少女向士のネットワークが繰り返し語られるようになったことがあげられ

るO

この，自由と自己実現を追及する少女cr自己実現タイプJ)は，たとえば，奈良の山奥に住む少

女が，家族や友人たちに絵の才能を認められ，友人たちの力添えで上京し，絵の道に突き進む

(西線八十「古都の乙女j昭和13年7月号~昭和14年5月号)ヘヴァイオリンの才能のある少

女とピアノの才能のある少女が，それぞ、れの両親やきょうだいに応援されながら，音楽の道に進

む(横山美智子「嵐の小夜曲J昭和4年6月号~昭和 5年7月号)Iへ家族総出で少女の女学校

受験を応援，少女は受験勉強とそれにまつわる友情とに心悩ませる(古屋信子 f街の子だちJ昭

和 9 年 1 月号~12月号)ヘ女学校の教師としてはたらく(古屋信子「伴先生j 昭和13年 1 月号)， 

少女が女学校の校闘に反し制服を流行のかたちに改造するなど，自由奔放にふるまう(島本志津

夫「短い上衣J昭和13年 1月号)などの小説にみられる。このように，これまで，少女の自由と

自己実現は，家族(特に親)の幸福を妨げるものとして語られ，家族(特に親)から厳しい反対

にあっていたのが，このころになると，少女の自由と自己実現を家族(特に母親)が応援するよ

うになっている。少女たちは，親やきょうだいのために自分のやりたいことをあきらめることも

なく，自由を謡歌し，のびのびと自己主張し，自分のことだけに関心をもって生きょうとしてい

る。家族に支えられながら，受験や友'1賓のことで思い'1尚む，このような少女たちは，現代の少女

たちとほとんど変わらないようにみえる O

そして，万が一，少女の自由と自己実現について，家族のf，五、援が得られない場合， r少女の

友』において，少女たちのネットワークが，少女一人ひとりの自由と自己実現を支えるものとし

て立ち上がってくる。少女たちのネットワークは，ときには家族に歯向かつてでも，少女を支え，

励まい少女の自由と自己実現がかなわないときには具体的な救出活動まで展開するのである。

たとえば，少女たちが友情を饗いあい，勉強やスポーツをお互いに教えあい，心の苦しみを共

有するなどして， r私たちはね，だから，世界の灯にならなければならないと思ふのJ，rたとえ

小さいものでも，自分の仕事を持つといふことは，どんなに強い力だらうjとお互いに支えあい

ながら成長する(jll端康成「乙女の港J昭和12年6月号~昭和13年3月号)へ家の財政上の理

由から女学校を退学しなければならなくなった少女に，クラスメイト全員がその少女の親に車訴

しにいき，また，募金を集め，その少女の退学を臨止しようとする(浅涼鏡村「はるけき空J昭

和4年5，6月号)，結核に苦しむ少女に， 1発家の少女が励ましつづけ，自分の両親や世間が結

核患者を白眼視することに憤る(船橋聖一「雪は白妙J昭和12年 I月号)などの小説に，それは，

あらわれている。

このような， r自己実現タイプjは，女子教育論で語られた良妻賢母像とは，まったく結びつ

かないものであり，むしろ，それを打ち破るようなものですらある。このころ，悶家が子どもの

教育になみなみならぬ関心を示しており，昭和 2年ごろから，文部省が家庭教育振興策を提起し

はじめるという(小山 1999)。それは，奏であり母である女性にとって，子どものために生き

る生きかたにのみにしばりつけられることを意味したが，少女にとっては家族のために生きる生

きかたを母親一人に譲り渡し，自分は母親に子どもとして可愛がられ，応、援されながら自分のた

めに生きることができることを意味した。『少女の友iの少女たちは，奉仕する存在から奉仕さ

れる存在へと変化したのである。すなわち，少女たちは，近代家族のなかで，子どもとして，愛

され，惑しまれる対象としてとらえられるようになったのであった。

しかも，今まで，分散，二極分化してきた少女像が，ここにきて，完全に統一されたものに
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なっているc この昭和初期，愛護され教育される子どもとしての「少女Jが誕生するとともに，

その「少女jイメージも明確化しているのである。

第6章積極的な国家奉仕をする少女:戦時下・昭和15-20年 (1940-1945年)

r雑誌浄化運動J
昭和6年(1931年)の満州事変以来の中間との紛争は，昭和12年 (1937年)， 8中全面戦争へ

と発展した。そうして，昭和16年(1941年)末には，日本は英米などをも教とする太平洋戦争へ

と突入していき，昭和20年 (1945年) 8月の敗戦まで，いわゆる r15年戦争jに全臨民が巻き込

まれていった。この戦時下，昭和12年 (1937年)，文部省は『悶体の本義jを刊行して各学校や

社会教育団体に配布，皇国史観を徹底させ，日中戦争開始後には毘民精神総動員運動を推進し，

女学校の生徒たちにも，神社参拝や清掃，出征兵士への慰問袋作成，傷病兵の白衣縫製奉仕など

を要求していく。また，昭和16年 (1941年)，文部省は f臣民の道』を刊行して各学校に配布し，

各女学校や女子専門学校では，勤労奉仕が強化され，体力錬成がおこなわれるようになっていく。

そうして，戦局が緊迫していくにともない，学徒の勤労動員をますます強化し，中等・高等教育

機関での修業年眼の鰹縮・繰り上げ卒業がおこなわれ，さらに，昭和18年 (1943年)に学徒出陣

がはじまるなか，女学生たちにも，学校内外での軍需生産，食糧増産，農村援助にかりだされて

いくのである。戦争末期の昭和19，20年(1944年， 1945年)ごろになると，大多数の公私立女学校

は校舎の一部または全部が箪に接収されるか軍需工場に徴用され，女学生もそれらの部署または

工場で勤労作業にたずさわるようになるo そして，女学校の授業は 1，2年生のみが遮 1，2日

受ける程度になり，上級生の多くは全面的に作業動員されるにいたったのである(秋校 1995)。

8中戦争突入を契機にマスメディアに対する規制も強まった。まず，昭和12年(1937年) 9月，

昭和11年 (1936年) 7月につくられた内閣情報委員会を改組し強化した内関情報部が設置された。

それから，昭和13年(1938年) 4丹1日，菌家総動員法が公布され，出版統制はますます強化さ

れることになったのである。そして，昭和13年(1938年) 5月の女性雑誌の記事検関を皮切りに，

娯楽誌，児童誌へと，内務省の「雑誌浄化運動jは進でいく o r少女の友Jでは，昭和13年9月

号から宝塚少女歌劇の記事とグラピアが，掲載されなくなった。それから， r少女の友Jの誌面

から非持局的なペンネームが姿を消した。そうして，昭和15年6月号を最後に中原淳一の絵が追

放されたのであった。昭和15年7月号の友ちゃんクラブには， r中原さんの画が暫く少女の友に

のらなくなります。どうぞ我'霞なすって下さい。今はあらゆることに忍ばなければならないので

す。国家がその忍耐を要求してゐるのです。父を兄を，夫を，子を失ふことさへも閣の為に忍ば

なければならない時です，今は僕達の一つの喜びを，思2誌に捧げませう O そして若き中原さんが

よりよく，更に高きものを想像して帰って来られるaまで，心からなるフレーを送ってゐたいと

患いますjとある。この知らせに，読者たちの抗議の手紙が殺到し，次号から 7千人もの読者が

去ったといわれている(内山 1977)。また，昭和14年(1939年)の終わりごろから，少女たち

の自の健康を確保するため，活字が大きくなり，ルピ、が減った。 f少女の友』の付録のレター

セットや人形i援にも，必ず， r皇軍慰問用Jの文字が入った。『少女の友iのページ数自体も減っ

ていき，昭和12年 l月号は364ページであったのが，昭和15年 1月号は304ページになり，昭和17

年1月号は2∞ページ，昭和18年 l月号は168ページ，昭和19年 1月号は104ページ，昭和20年に

はたったの68ページになっている。

それから，読者向士の交流会であり，少女たちの雑誌をつうじたネットワークづくりに貢献し
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てきた，友ちゃん会が，昭和16年 (1941年) 9月の函館第二回の会を最後に閉鎖された。また，

読者の少女たちの投書欄であった「友ちゃんクラブjも，昭和17年11月号から f生活教室jへと

姿を変え，昭和19年1月号に「生活全般を決戦的的にきりかへて進みませう。長活教室の投書も

出来るだけさういった生活の報告でありたいと考へますjと記されるように，軍医調の内容へと

変化していった。ただ，投稿欄は，それまで編集者がおこなっていた作文や詩，短歌の選を，作

文を JII端康成，詩を室井厚星，短歌を窪æ~穂が選をすることになり，充実したものにしようと

していた。ところが，昭和四年 l丹号から予告なしに， r決戦下の評論家として最も優れたj浅

野晃， r歌人代議士J古槌J1:亮， r決戦詩人j大木敦夫へ，一斉に変更され，投稿欄は完全に時局

にそった選となるのである O 投書欄・投稿欄そのものも，昭和20年ごろには姿を消している。

また，昭和14年(1939年)の終わりごろから， r少女の友』には戦争を賛美する記事が次々に

掲載されはじめている(r東亜を使略した者J昭和17年1月号， rわが同抱はかく戦ったj昭和17

年1月号)。それから，国の食料供給のためにはたらく農村の労働者を賛美する記事や，女学生

の農村での労働や，箪需工場での労働を賛美する記事が，掲載されはじめている汀赤十字の旗の

下j昭和14年8月号， rir.毒州、|の少女たちJ昭和14年8月号， r漁村曙j昭和16年1月号)。

それでは， r少女の友Jそのものが急激に変化していくなか， r少女の友j掲載小説には，どの

ような変化があったのだろうか。開戦の当初こそ，古屋信子， JlI端康成などの昭和初期の人気作

家に加え，林英美子，船橋聖一，サトウ・ハチローなども作品を載せるようになったが，しだい

に，それらの作品も戦時色を強め，ついに，内務省の圧力のため，古屋信子をはじめとする昭和

初期の人気作家たちは，次々と姿を消していく。昭和12年12月号の島本志津夫(神崎清)r歓呼

の声Jには，国語教師である「僕Jが以下のように少女たちに語っている。

この戦争が早く片づけばよし，万一長びくやうなことになると，その影響は生やさしいもので

はありませんO 物価が高くなり，物資が欠乏してくる一一あなた方のスカートだって，そんな風

にひだを多くすることが許されなくなる日がやって来るかもしれません一一戦争の歯車はスカー

トの長い婦人をそのなかに巻きこんで，荒々しい方法で教育します。戦争の砲火は台所の偶で眠

ってゐた家庭の婦人たちの足もとで爆発し，一ぺんに巨をさまさせます。戦争の号令は，ブラン

コに乗って遊んでゐた女学生を，校庭に集めて社会に送り出して行きます。すべての婦人に生活

の戦ひに参加する権利と義務が認められ，これまでのやうに婦人の地位を低めておくことができ

なくなります。要するに，戦争は不幸な出来事である反面，古い時代の不幸を新しい時代の幸福

に代える鍵を，あなた方に与へてくれてゐるのです。この戦争を最後の戦争としてあなた方は，

戦争の中で賢くなって，輝かしい次の時代の扉を関かなければなりません!

この言葉は， r少女の友』の誌面の内容においても，ことごとく的中していくのである。

2 積極的な麗家奉仕をする少女像

これまで，自主性をもたない少女の姿から自主性をもっ少女の姿へ，また，家族や国家，地域

社会の利益を優先する生きかたから，自分自身の利援を優先する生きかたへ，明治後期から昭和

初期にかけて， r少女の友jの少女の姿は変化してきた。しかし，太平洋戦争が開始され，マス

メディアへの国家的介入が厳しくなったこの時代，数量的にも劇的な変化があらわれている O 図

2 -1，図2-2をみてもらいたい。「個人主義Jの志向をもっ少女が昭和初期とくらべると大堀



少女雑誌にみる近代少女像の変遷 147 

に減少し， r自主性jはいよいよ増加している。昭和初期にみられた「自主性jと「個人主義j

を志向する「自己実現タイプjは減少し， r自主性jと「家族・国家主義Jを志向する「良妻賢

母タイプJがふたたび、増加しており，すべての時代をとおして，もっとも高い割合で出現してい

ることがわかる。関 6 1をみても， r自主性jと「家族・国家主義Jを志向する f良妻賢母タ

イプjが，この時代の中心的な少女像であることがわかる。

幼児タイプ

非自主性

封建期女性タイプ

偶人主義
100.0 

80.0 

60.0 

40.0 

家族・00家主義

自己実現タイプ

自主性

良妻賢母型の少女

図6-1 戦時下 r少女の友』の少女像

ただし，その「良妻賢母タイプJも，質的にみるとひととおりではない。まず，太王子洋戦争開

始直後は，その「良妻賢母タイプjは，二つにわかれている。それは，①自分の才智や行動力を

いかして杜会のためにはたらく少女(社会志向の「良妻賢母タイプJ)，それから，②自分の才智

や行動力をいかして家族のためにはたらく少女(家族志向の f良妻賢母タイプJ)である。ここで

も，少女がおこなうのは補助的労働や家内労働ではなく，賃労働である。そして，①は，自分の

労働が社会に認められることでやりがいを感じているし，②もまた，家族への労働の意欲の源泉

にあるのは，家族のための労働が社会のための労働につながるという認識であったため，そこで

も，やはり，自分の労働が社会にとって有意義なものであると認識してやりがいを感じている。

したがって，①や②の少女たちのおこなう労働は，社会とのつながりや，少女たちの自己実現に

結びついたものであったのである。その意味で大正後期の，社会という視点もなく，自己実現と

も結びつかない「良妻賢母タイプJとは異なる O

①自分の才智や行動力をいかして社会のために生きる少女(社会志向の「良妻賢母タイプJ)は，

たとえば，向学心に燃え女子大学への進学を希望していた少女が，それをとりやめて貧しい子ど

もたちのために保母としてはたらく(内出基「自い燈台J昭和15年 1月号)，全盲あるいは聾唖

の子どもたちのためにはたらくり11端康成「美しい旅j昭和14年 7丹号~昭和16年 4月号， r*売
しい旅J昭和16年 9月号~昭和17年10月号) (61， r猫も杓子も職業婦人になりたがってJいると

批判される女学生たちだが，教師は f生活の必要と社会の要求に迫られているためであって，そ

れまでは家庭だけを守っておればよかった日本の婦人に，吏に新しい責任が加わってきたjと理

解する(島本志津夫 f職業婦人J昭和15年11丹号)などの作品にあらわれており，②の自分の才

智や行動力をいかして家族のために生きる少女(家族志向の「良妻賢母タイプJ)は，たとえば，
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家内労働をおこなうことに不満をもっ少女が，それが銃後のっとめであることを意識し，積極的

におこなうようになる(由利聖子「次女日記J昭和14年8月号)，将来の兵士かその妻を産むこ

とになると認識する姉の出産を，妹が積極的に手助けする(烏本志津夫「病院の窓j昭和17年 1

月号)，などの作品にあらわれている。このように， r少女の友』の少女たちは，一つには，社会

のためにはたらくようになる。それは，誰かの言うがままになって，おこなうのではない。杜会

の人々のために，自分からすすんで労働することを決め，そうして，その行動力をもってしてそ

れを実行している O そして，それが社会のために有益な労働であると認識することで，少女たち

は，その労働への喜び¥やりがいを感じている。また，二つには，ふたたび， r少女の友jの少

女たちは家族のためにはたらくようになる O しかしながら，大正後期のころと違うのは，その動

機である。少女たちは，大正後期のように，親の自分への愛情に正、えるためのみに労働をするの

ではない。少女たちは，それに加え，家族のためにおこなう労働が，社会のため，あるいは，国

家のための労働につながる，と認識し，おこなっているのである。そのため，そこでも，少女た

ちは喜び，やりがいを感じている。

しかし，戦争が激化するにともない， I良妻賢母タイプJのなかのこつの少女像が一つの少女

像に校数される。その少女像とは，@自分の才智や行動力をいかして国家のためにはたらく少女

(毘家志向の「良妻賢母タイプJ)なのである。①や②でみられた「自己実現への欲求Jと， I自

己実現への欲求が社会に認められることへのあくなき欲求jを，うまく戦争のために利用するか

たちであらわれたのが，③の少女像であると理解できる。女子教育論においては，このころ，女

性は強い兵士を産み育てるため，母としての役割を強烈に強調されるようになったといわれてい

るが， r少女の友iにおいて，少女は，兵役こそないものの，労働奉仕といわれる農作業や工場

労働などの直接的な閣家奉仕の強い手となることが求められている。

このような，③自分の才智や行動力をいかして国家のために生きる少女(国家志向の「良妻賢

母タイプJ)は，たとえば，妹が箪需工場で寝i自まりしながらはたらき，看護婦の姉がそれを励ま

す(中里恒子「寄宿舎にてJ昭和19年8月号)，少女が母親とともに労働奉仕として農村で農作

業をする(芹淳光治良 fけなげな娘違j昭和17年8丹号)，母親や姉とともに匿のためになぎな

たをあやつって敵と戦い，敵の捕虜になる前に親子あるいは姉妹の情を確認しあいながら自害す

る(大地唯雄 f命のかぎりJ昭和20年4月号)などの作品にあらわれている O このように， r少
女の友』の少女たちは，国家のため，自らの行動力をもってして積極的に奉仕するようになって

いる。そして，少女たちは，その労働をとおして国家に貢献できるということに満足している。

そのため，その労働に喜びややりがいを感じているのである。

終章

このように， r少女の友jにおいて，部分的にみると，暁治41年 (1908年)から明治44年(1911

年)までは無知・無力で家族に従}II震な封建期女性タイプの少女が語られるが，大正に入るとある

程度の自主性をもって家族につくす家族志向の良妻賢母タイプの少女が少しずつ語られはじめ，

大正9年 (1920年)からは，はっきりと，封建期女性タイプの少女とはまったく別の，自主性と

行動力をもち，親，きょうだいのために職業に従事する家族志向の良妻賢母タイプの少女が語ら

れるようになる O これをみるかぎり f少女の友』も部分的には学校教育の怯えようとしていた

ジェンダー規範である良妻賢母という規範につながる少女像を提供しようとしていたといえる。

しかし，一方で， r少女の友Jでは，大正のはじめから，少女たちは「自己実現への欲求jを
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もっているものとしても語られている。その意味では， r少女の友』は，女子教育論の良奏賢母

像を打ち破る可能性を内包した少女像をも伝えようとしていたのである。

そうして，昭和に入ると，その「自己実現への欲求jがいっきに噴出し， r少女の友』におい

て，自由を謡歌し，自己実現を追求する少女が語られるようになる。そこでは，家族は少女を縛

りつけるものではなく，むしろ，少女の自由の謡歌と自己実現を応援するものとして語られてい

る。近代家族のなかで，愛護され慈しまれる子どもとして，少女はとらえられるようになったと

考えることができる。そして，家族の縛りから解き放たれた少女たちは，連帯しあい，お互いの

自己実現を支えあうネットワークを誕生させるものとして語られている。しかも， r少女の友i
で語られる「少女jイメージ自体も，明治後期は分散，大正前，後期は二極分化していたが，昭

和に入ると統一される。教育され愛護される「少女jの誕生と， r少女Jイメージの明確化は時

期を向じくしていたのである。

しかし，戦争の勃発とともに，大正の良妻賢母タイプの少女と違い，社会とのつながりや自己

実現と不可分のものであり，社会のためにはたらく社会志向，家族志向の良奏賢母タイプの少女

があらわれている。この新しい良妻賢母タイプの少女は，戦争勃発前， ~反旗からの拘束から解放

されることで自由と自己実現を手に入れ，そのなかで自己実現への食欲なまでの欲求と，それが

家族ひいては社会に認められることに対する喜びを強烈にもったからこそ，生まれたものだとい

える。そうして，それらを戦争にうまく利用するかたちであらわれたのが，国家のためにはたら

く患家志向の良妻緊母タイプの少女であり，すべてが，それに収徴されてしまうのである。

このような分析結果からみえてきたのは，少女が，慈しまれ愛される存在としての「子どもj

ととらえられることによって，男性のように「直接的な国民jとなるプロセスであった。その毘

民化は， r認接的な関民Jという色合いの濃い閤家からの良妻賢母教育という隈路から生まれた

わけではない。また，男性のように「寵接的な国民jとして学校教育およびそれに先導された家

庭教育という盟路から生まれたわけでもない。昭和のはじめ， r子どもJとして家族(特に親)

や社会から愛護され慈しまれる存在となることで，少女は，家族(特に親)へ奉仕する存在では

なくなり，自由を謡歌し自己実現を追求できるよつになった。そして，自分の自己実現の追求が，

家族や杜会に称賛されることを認識できるようになった。だからこそ，戦争がはじまるとすぐ，

それがもっとも強力なかたちで実現する留民としての隈家奉仕を， r少女の友Jの少女たちは積

極的かつ主体的にに選びとっていくのである。言い換えれば，そのような f少女の友iの少女た

ちの意識の高まりと自主性の向上が，戦時下，男性の代替としての労働を求める国家に，うまく

からめとられていくのである。そうして，開時に，このような少女の鴎民化は，少女たちを愛護

する「良妻賢母jという母親がいなければ成り立ち得なかったものといえる。すなわち，その国

民化は，国民国家から家族へ，あるいは国民間家から個人へ，という一方向的な回路ではない。

国家が「良妻賢母Jをつくりだし，その「良妻賢母jの中心となる近代家族が少女を愛護し，そ

のなかで自主性を舟上させた少女をもう一震国家が鴎収する，このような罰民化の過韓であった

のである。

このように， r少女の友jの表象としての「少女J，言い換えれば，社会意識，社会観念とし

ての「少女jをあきらかにしたが，本穏では，それを新中間層の少女たちがどのように受けとっ

ていたのか，また，それを現実にどのように結び、つけていたのか，とういうことまでは，方法上，

あきらかにできない。のちの課題としたい。
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〈注〉

(1) このような幼い無邪気な少女が繰り返し諮られることについて，このころの『少女の友jの読者対象は

幼児か小学生なのでは，と，疑問を抜く意見があるかもしれない。しかし，佐藤(佐久間)りか(1996)

は， r少女の友』明治41年10月号の投書欄やクイズ当選欄の平均年齢を誠べ，全体の8割から 9割が12歳

以上15歳以下で，高等女学校の低学年及び高等小学校にあたる年齢層によって占められていると指摘して

いる。

(2) r古都の乙女Jは，もちろん f少女の友jに掲載されたものにも gをとおしているが，図書害刊行会の

『濁僚八十全集 第12巻j(1993， 293-459頁)も参照している。

(3) r嵐の小夜防J，ま，三一著書第の『少年小説大系 第24巻.1 (1993，47-157Ji[) も参照している。

(4) r衝の子だち」は三一番房の『少年小説大系 第25巻.1 (1993，103-197亥)も参照している。

(5) r乙女の港Jは昭和初期の『少女の友jの代表する作品といってもいい。川端が『少女の友jの愛読者

であったこともあって，このころ文壇からは一段低くみられていた少女小説に， JlI端は意欲を燃やしてと

りかかる。『少女の友Jでもっとも人気のあった中原淳一が挿絵をつけたことも加わって読者の反響は大

きかった。「乙女の港jの連載が終わった翌月の昭和13年4月号のクラブ家便り (r少女の友jの編集者か

らのお知らせ)には， rr乙女のi巷Jのすばらしい反響は，今でも楽しい随想、ですjという自賛の言葉が載

せられている。なお， r乙女の港Jは，新潮社のrJlI端康成金集 第20巻.1 (1981，7…183頁)も参摘、して

いる。

(6) これは，太平洋戦争開始前の作品である「乙女の港jや「花臼記jとは，まったく毛色の異なる作品と

なっている。投惑にも，絶賛するものもあるが， r初めは大きらひでしたJ(昭和15年3月号)というも

のもある。大好評であった「乙女の洛Jゃ f花日記jとくらべると，読者の少女たちに違和感をもたせた

ようである。川端も「これはをかしな小説だ。苦手き進んでも， !惑輿に乗れるといふことがなく，無理押し

の努力である。骨が折れ，持際がかかる禽iに，面白さは乏しく，女学生達がよく読んでゐてくれると思

ふJ(昭和14年8月号)と述べている。なお， r JII端康成金集 第20巻.1 (1981)に掲載されている f美し

い旅J(399-658頁)， r統美しい旅J(659一733頁)も参照している。
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1977 r編集者の想い出 或るさしえ画家のことJfMODEetMODEJ 174 

1971 日本人と母…一文化としての母の観念についての研究一一J東洋館出版社
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〈資料>r少女の友i掲載小説分類表

俗人主義 家族.g自家主義 自主性 非自主性

明治41年 竹久夢二「月の歌j 渡主量白水「死ぬまで親の透 須磨子 f大慈費量王」 竹久夢二 f月の歌j

10月号 与露骨聖子晶子「懸賞音楽会J 言を守りし王室女お正の葵談 後詰目菊野 I~喜んで霊堂況を袋 与謝野晶子「懸賞音楽会j

語道f言l峡水「光ちゃんのお裁 (絞)J した生徒と粗服を少しも気 高f言峡水「光ちゃんのお裁

縫j E草野水薬 f旅行中の殺坊が にしない生徒J1・2 縫j

策室主水「盲目娘のために月 大勢の友達を感動させた E星野水重~ I旅行中の毅切が 東草水「盲目娘のために月

光砲を弾いた大音楽家j 話」 大勢の友途を感動させた 光臨を弾いた大音楽家J
須庫喜子 「大慈音量::EJ 後潟菊野「喜んで霊堂言己を食 言語」 牧ul華客竹 f山織の妓j

長谷部湘F百「繋lまれて行つ した生徒と綴目誌を少しも気 長谷部湘隠「霊安lまれて行つ

た秋子さんj にしない生徒J1・2 た秋子さんj

瀧J畢3軽水「縮縞の着物J i度没白水「死ぬまで親の退

牧山繁竹「山賊の娘J 醤を守りし貞女おlEの美談

(続)J 
措li畢言軽水「縮繍の走者物J

明治41年 竹久夢二「武坊渓覧会J 東率水 f紅い手rtJ 東主主水 f紅い手巾j 竹久夢二 f武坊皮覧会J
12月号 与言者聖子晶子 fお化うさぎj 須磨子「恐ろしき旅j 須磨子 f恐ろしき旅J 与謝野晶子「お化うさぎj

小野美智子 f層上げと綾ひ 渡議白水「不主主の両親を助 星野水裳「蝦で鱗をf.Jり損 小野美智子「屑上げと緩ひ

込みj けて家を再興した孝女おと ねたヒロ子さんの失敗談j 込みj

高僑峡水 f光ちゃんのお寅 らの笑談j 高健峡水「光ちゃんのお寅

物j 長谷部湘F詩「お務省J 物J

① 
星野水重量「蝦で鱗を釣り援 瀧1事3軽水 fいとこj 渡主皇自水「不具の肉親を助

ねたとロ子さんの失敗談J けて家を再興した孝女おと

らの美談J
長谷部議雨 fお稽古J

月尽
滋i畢素水 fいとこj

明治42年 竹久夢二「聖書鵡のことづ 磐111とよ子 li!Aを流して主主 須庫署子「大祭厚量殺J 竹久夢二「聖書鵡のことづ

9月号 けj い簡の癖を海ひ改めた感心 渡益量白水「辛苦して親の仇 けj

潟イ言峡水「おとなりのお嬢 な生徒j と夫の仇を討ったお孝のさを 高信敏水 fおとなりのお嬢
治 様」 渡漆白水f辛苦して殺の仇 談」 様J

須磨子「大黒魔殿J と夫の仇を言すったお孝の美 長谷部湘TNI白書信と其妹J 懇111とよ子「涙を流して長

談j い間の癖を熔ひ改めた感心

議i畢索水「奨登子様j な生徒j
後 長谷部湘爾「白痴と其妹j 瀧i事索水 f笑登子様j

明治42年 須磨子 f少女の宮J 渡遜白水i:t家のために命 須磨子「少女の笥j 与謝野晶子「紅葉の子j

11月号 与謝野晶子 f紅葉の子J を捨てて悪人を除いた窓土 渡主豊白水 f主家のために命 綴貞子 f不幸な父とともに

期 竹久夢二「ベースボールj 女j を捨てて悪人を除いた富士 焔を耕して冬期休綴を送つ

綴貞子 f不幸な父とともに 女J た生徒j

:胞を耕して冬期休綴を送つ 大久保素水 Ifまの渓j 長谷部湘隠「生か死かj

た生徒j 瀧i畢素水 f美登子様J2 竹久夢二「ベ}スボールj

大久保素水Ifまの渓j 瀧i畢索水「美登子様J1 
摘li畢言軽水「美登子様Jl・ 2
長谷部湘TNi主主か死かj

明治43年 須磨子f水子の入学祝ひJ1 長谷部瀬爾「乞食の群J 永代新111i水子の入学祝 言語f言峡水

2月号 石塚J'P事 f少女鳥j 波主豊白水「遺言を守って{昔 ひJ1 f蜜のうさぎJ1・2
束事水「座敷牢j 金を返し又二人の妹を養 石塚月芸評「少女島J 波主豊白水「遺言を守って俊

竹久夢二「泣き笑ひJ ふj 内善寺くり子「卒業するまで 金を返し又二人の妹を重量

高信峡水 須磨子「水子の入学祝ひJ2 金銭の出入i阪をつけてゐた ふ」

「警のうさぎJ1 . 2 F可奈くり子「卒業するまで 生徒J 竹久夢二「泣き笑ひj

金銭の出入核をつけてゐた 東主主水 f座敷牢j 長谷部湘溺「乞食の群J
生徒J 永代新111i水子の入学祝

ひJ2 

明治43年 与器官野晶子 f慈の花と子 永代新111I~IJ離の歌」 有本芳水 f乳母の家j 与謝野晶子「遂の花と子

8月号 供j 岩下小業「花の会J1・2 岩下小業 f花の会J 供j

E主野水義 i1'中よしJ 渡遁白水「十九年の間少し 清水儀六「君主緩にあって家 永代新111iiJlJ離の歌」
大聖子春闘「爆裂弾(前号の も変らぬ孝行を尽すj 害事の手伝ひをする生徒J 獲聖子水差是 i1'中よしj

続)J
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明治43年 有本芳水「乳母の家J 清水儀六「家庭にあって家 言H言峡水「あべこべj 大野春闘「爆裂弾(前号の

8Jl号 高{言峡水「あべこべj 事の手伝ひをする生徒J 続)J 
岩下小策「花の会J2 
渡濠白水「十九年の問少し

も変らぬ孝行を尽すj

明治例年 岩下小葉「お袴j 与謝野晶子「黄色の土瓶」 竹田家水「彩のやうな少 与謝野晶子「繋色の土瓶」

1月号 港島菊子 f~単初めj 渡没白水「危く悪者の手に 女J 幸吉下小葉「お袴j

山主豊知之「学校外で技芸を かからんとしてJEfTに劾け 山浅知之「学校外で技芸を 尾長話菊子 f5単初めj

修めてゐる生徒」 られたる弁内侍j 修めてゐる生徒J E量野水裏「初江より儀久尾

内回敏子 f捻七歳j 鈴屋花子「嬰児を抱きなが 内陸敏子 f拾七歳」 へ」

丹野かつら「知られぬ梯j ら尽に乗って戦争したアニ 波漫白水「危く懇者の手に 高f雷i皮水・大野縁水「初

高イ言峡水・大野縁水「初 タの勇気」 かからんとして正行に助け 夢j

夢j られたる弁内侍j

星野水裏「初江より亀久間S 沼野かつら f知られぬ梯j

へ」 鈴懸花子「嬰児を抱きなが

竹閉塞水「影のやうな少 ら馬に乗って戦争したアニ

女J タの勇気」

永代静雄「幸福の秘密j 永代静雄「幸福の秘密j

明治44年 場下ノj、業 f愛ちゃん(その 与言者聖子晶子「トツカピイと 渡主豊白水「和歌を詠んで無 与謝野晶子「トツカピイと

8月号 七)J チンミヨングj 実の努を雪いだ小大進j チンミヨングj

① 
波漣白水 f和歌を詠んで無 尾長話菊子「なさぬ{中j 鈴懸花子「児童に交って雪 岩下小葉「愛ちゃん(その

~の書官を言雪いだ小大進J 大久保紫水 f兄思ひJ 合戦をなされたオランダ女 七)J 
内E目敏子 fどこへJ 山田邦子「小さき努びとJ 支J 尾島菊子「なさぬf中J
鈴E霊花子 f兇主主に交って雪 i度透禎三郎 f母子巡礼J 内回敏子 fどこへj 大久保紫水 f兄思ひJ

号司
合戦をなされたオランダ女 渡主豊被三郎 f母子巡干しJ
ミEJ 山田邦子 f小さき罪ぴとJ

治 明治45年 江見氷慈「心の美人j 苦言下小業「殺の家j iI見水滋「心の葵入j 岩下小葉「識の家J
1月号 生町葵 fJE箆の辻j lお悶邦子「下続きのおイ出J 山悶邦子「下統きのおf由J 石谷簿市Jì~ f良人の遺言を

与謝野晶子「環の一年間j 石井係「磯の松風J1・2 主主回葵「疋臣室のi土j 守って生蕃人に普を切る事

E霊鳥菊子 f車E藤被J1 尾高菊子「紅議議J2 大久保紫水f1富美子Jl・ 2 を止めさせた呉鳳の秦J

後 渡竣白水「和歌を詠んで秘 石井{呆「磯の松風J1 F草島菊子 f車工蕃綴J1・2
裁の梅を返して戴いた紀内 渡主豊白水「和歌を詠んで秘 石井保 f磯の松風J2 
{云j 蔵の梅を返して戴いた紀内 与謝野晶子「環の一年問j

大久保紫水f1苦笑子Jl・ 2 f云」

期
鈴燈花子 f乳母の嬢から児 鈴E霊花子「乳母の懐から児

を奪って乳を呑ませたトル を奪って宇しを呑ませたトル

ストイ夫人j ストイ夫人J
石谷簿市部「良人の遺言を

守って生蕃人に替を切る事

を止めさせた呉鳳の奏j

明治45年
長谷部詩書F>百 f祭助と累ちゃ 渡主豊白水 f十年芸事を守って 長谷部詩苦闘 f黒助と蒸ちゃ 属鹿菊子「松葉牡丹」

8Jl号
んJ1 . 2 亡父の罪を赦された妙i中 んJ1・2 岩下小葉「識の家J
1子議聖子晶子 fli震の一年間j 尼j 江見水蔭 f心の美人j 鈴E霊1王子 f盲g政治家の

鈴慶花子「寄目政治家の 喜善j

妻J 波書量白水 f十年墓を守って

山田邦子「鯛鳴けばJ 亡父の罪を赦された妙沖

江J!水議 f心の葵入j 尼j

E草島菊子 f松葉牡丹j 与謝野晶子 n震の一年間j

岩下小業 f殺の家j 山E自邦子 f腕鳴けばJ

大工E2年 江見水際 f飛ぶ少女j 審問良吉「呉国の~に芳r.!l 江J!水蔭 f飛ぶ少女j 岩下小書室内自母さん」

1月号 岩聖子春人「君ちゃんの元 の名を轟かせし榛妓と大業 募B3 J竜王宮 f異閣の~に芳?!l 岩野春人 f;gちゃんの5e

日」 子J1・2 の名を轟かせし棒姫と大葉 BJ 
岩下小業「伯母さんj 尾上鈴吉「夢の母子」 子J2 3喜阪東吉「異簡の~に芳烈

出尽邦子 fあの山越えてj 尾上鈴吉 f夢の母子j の名を蒜かせし糠姫と大薬

竹E日勝子 f女の兵隊j 竹悶勝二子「女の兵隊J 子J1 
佐倉新月 f山駕脅lJ 山田邦子 fあの山越えて」

4主念新月 fW駕簸j
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大工E2年 家主主水「、汽笛の鳴る待J 天野綾彦「かがみ山」 江見水議「飛ぶ少女」 波主皇自水「不平j

8月号 江JiI，水際「飛ぶ少女J 渡主豊白水「不平J 水瀬秋子 f聖子菊」

震ul背果「笑乎子のi戻j 山沼邦子 rSlのあけぼのj 山間邦子 rSlのあけぼのJ
水話事秋子「野菊」 竹筒Z静子 f少女の血汐j 天聖子鎌足苦「かがみUlJ

東主事水「汽翁の鳴る持j

竹悶勝子「少女の血汐J
祭出資来「美乎子のj渓」

大正3年 岩下小策 fみなし兎」 小倉紅楓「芦のあるじJ 岩下小業 fみなし兜j ニi章木春彩「まぼろしの少

1月号 大久保紫氷 r:稼子のお正 勝木悶治子「自犬J 大久保紫水 r:陵子のおlE 女j

月j 岩佐好靭「割jめは虎に助け 月」 題木悶治子「白犬」

三I幸木春彩「まぼろしの少 られ後にはE患を助けた貞 表佼好章耳「初めは虎に助け

女j 女j られ後には虎を劾けた東

き芝山青果「葵乎二子のi渓j 灰野皮平 f窟物言吾j 女j

小倉紅楓「声のあるじ」

E芝山青果「美乎子のi渓J
灰聖子E主王fZr緩物諮」

大疋3年 予奇弁夏t工f物資ふ人形J 機関黙雄「議案瑛の姉」 線開黙雄 f義理の姉j 菅井夏iIr物百ふ人形J
8rH号 者下小業 fみなし'ffiJ 三津木春彩「まぼろしの少 岩下ノj、薬「みなし兇j 三i梁木春影 fまぼろしの少

高僑峡氷「お土産j 女J 藤生訳「恐ろしき主主審入に 女J
大久保紫水「デク子の大i寅 藤生言問「恐ろしき主主審人に 事基はれて万死に一命を捻ひ

② 説j 事基lまれて7J死に一命を拾ひ し少女の実話」

し少女の実話J 高イ言峡水 fおこt産j

大久保紫水「デク予の大i貴
説j

大 大工E4年 一線みどり「敏ちゃんの 岩下小業「めぐりあひJ2 岩下小葉「めぐりあひJ1 一線みどり「敏ちゃんの

1月号 春j 長也事宇彦 f券のゆくへ」 革手j

をき下小葉 fめぐりあひj 山B3邦子 f十七の鐙j i度透白水 ri渓の春J2 
長田幹彦 f泰のゆくへJ 三i幸木春彩「蒸か偽かj 岩下小葉 fめぐりあひJ2 

正 山B3邦子「十七の銭」 記者「竹田宮北白JlI富岡妃

渡主豊白水「涙の春J1・2 殿下の御少女時代J
記者「童手星を発見した女の 波没白水 f涙の春J1 
天文学者」 記者「蓉盤を発見した女の

吉t 三津木春影「蒸か偽かj 天文学者j

記者 f竹田宮北白JlI営問妃

殿下の御少女時代j

期
大正4年 長田幹彦「春のゆくへj 長関幹彦 f春のゆくへ」 一線みどり ri青いi戻J
8 Ji-l予 宇野浩二「関療の降に注ぐ 字聖子治二 roo墳の降に注ぐ

i戻の雨」 i戻の雨j

一線みどり fi青い涙j 作者不明「埋れ琴」

作者不明 f埋れ琴j

大正5王手 一線みどり「三輪車J1 . 2 今夜吉雄「七日正月の娩」 一後みどりf三輪車J1 . 2 今E宣言雄「七日正月の晩j

l月号 渋r事管花「パンザーイJ iヒi賓千台「病母の養護しな 渋i畢資花「パンザーイj

和国鼎「不幸に遭ひながら がら無遅刻で豪校すJ 和田鼎「不幸に澄ひながら

資伎を金ふすJ 霊安任を会ふす」

後間車幸彦 f鋒のいのち」 長関車宇彦 f語審のいのちJ
森下隠村 f盗塁の秘密J 森下潟村 nを患の秘密」

山泊邦子 f幼き臼j UlB3邦子「幼き日j

JlI端書皇子「やんちゃむす Jl I~議官官子「やんちゃむすめ」

めj 作者不明 r~~子物詩」
作者不明 r~~子物語j iヒI叢千台 f病母の看護しな

がら無i襲五uで登校すj

大正5年 長田幹彦 ri客のいのち」 今西安雄「縫れ合う琴と 今西宮雄「縫れ合う童手と 三津木貞子「腹痛みj

8月号 森下雨村「怪~の秘密j f富j 筒j 森下F荷村「後援の秘饗J
三i章木貞子「緩痛みj 菅野菊枝 f故郷へJ 管聖子菊枝 f故郷へj 作者不明「愛き世J

作者不明 fワシントンの母 長B3幹彦「露のいのち」

マリーJ 作者不明「ワシントンの母

作者不明「蓄をき世j 7 1)-J 
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大正8年 出回邦子 ilUの家」 今E宝吉雄 fおお初日出よ」 三津木春量三 f福の衿のお見 今E書官雄「おお初沼出よj

1月号 渋滞育花 f近眼鏡J 三三津木春景5円高の宇中のお見 舞j 山尽邦子 ilUの家J
加藤みどり「鬼灯と鼠Jl・ 2 舞」 渋i事資花「近眼鏡j 菅野菊枝「春にあへる人々j

森下pm村「ダイヤモンドJ 江口千代「冬の来る頃」 江口千代「冬の来る頃J 2 
菅野菊枝「春にあへる人々J 加藤みどり f鬼灯と鼠J1 森下限付 fダイヤモンドJ
1・2 . 2 

菅野菊枝f春にあへる人々」

1 

大lE6年 渋i畢青花「笈子の招待j 今宮耳吉雄 f居まを'*ぶお緩の 渋I畢育花 f夏子の招待」 明石精一 f蛾牛」

8月号 森下溺村「ダイヤモンドj 抜き手J1・2 今E耳吉雄 f嵐を呼ぶお穫の 森下潟村「ダイヤモンドj

明石精一「鴻牛」 抜き手J1 ・2
菅野菊枝「姉の為にJ1 . 2 菅野菊枝f姉の為にJ1. 2 
村山至大「燦突の燦J 村山三百大「煙突の燦」

大正7年 森下溺村「閤裁に咲く:ft.J 今西宮雄 iA君を縫ふ蹄の 今 illi"1吉雄「濁を縫ふ跨の よ南小剣「羽子板くらべj

1月号 上主君小委事IJi羽子板くらべj 表j 音j 1・2

1・2 三津木貞子「重量子さんJ1・ 2 菅野菊枝 f童生らんとして」

管野菊枝 f費生らんとしてJ 重fii畢敬重量「負けても競技を 森下隠村 f酒蔵に咲く花J

池田みすず f符に綴った雲 やめなかった少女」

E旨J 池田みすず in警に積った察

② 作者不明「淋しい春j 目旨j

重fii畢敬寛「負けても競技を 作者不明「淋しい春J

やめなかった少女j

三津木貞子 f星電子さんJ1 
大 . 2 

大正7年 江見水蔭「累蛮女J1・2 作者不明 f毒事き薬主主j t工克水蔭「累蛮女J1・2 雨の村人 f赤い療の家j

8月号 雨の村人「赤い塔の家j 王宮間絃二郎 f巡礼の歌J2 菅野菊枝「鶏色の綾子J

lE 菅野菊枝 f準高色の革華子J 吉田絃二郎f巡礼の歌J1・2

育問絃二郎 iis干しの歌J1 渋T事青花「殴果応、報j

渋滞脊花 ilZSl巣応、報J 不明 f毒事き薬草」

前 大工E8年 主平内二日子「雛菊援のおと 杉山多香子 f二つの林檎」 坪内こ七千子「雛菊堤のおと 杉山多養子「二つの林檎j

1月号 よj 池E日みすず f春を待つ日J よj 池国みすず f春を待つ日」

菅野菊枝 f一人の姉j 作者不明「欽州戦争で有名 作者不明「欧州戦争で有名 小Jlli合平「寂しい別れJ3 
小Jl I~吉司z r寂しい別れJ1 になった紛人」 になった婦人」

真耳 小Jlli古平f寂しい別れJ2・3 菅野菊枝 f一人の姉j

小}lii古平f寂しい別れJl・ 2

大正8年 池田みすず「お話のもと 菅野菊枝「柿の花の咲く 資野菊枝「械の花の咲く 村山~大「携に約むる沼j

7月号 はJ 家J 家」

t車問亀鑑「安蓄をfi!.のお話j 村lÙ~里大 f械に納むる日J t也邸みすず「お話のもと

j史i畢膏花「小さい牛乳屡さ iえi

んJ 坪内土行「雛菊堤のおと

坪i勾:七行「雛菊堤のおと よJ1・2
よJ1・2 渋滞青花「小さい牛乳箆さ

んj

池田議鍛 f安重量尼のお話J

大正9年 i主原鏡村 rA霊廻りとお菜 加藤新鳥「疑問の指先J 加藤靭烏「疑問の指先」 一記者 rJ曹になった少女の

I月号 子J 大泉黒石「緑色のめかく 話J
大泉i!!!.:tヨ「緑色のめかく しJ
しj 松山忍水 r};量栄病院J
一記者 rJ簡になった少女の 岩下小葉「愛想、の子」

議J 浅E主鏡村「星廻りとお菜

松山思水 r};量栄病院J 子J
岩下小葉「愛想、の子」
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大正9年 岩下小重量「花を探ねてJ j奮鐙之助「おばあちゃんと お下小葉 f花を探ねて」

8月号 鷹巣清二「小夜子ちゃんの 夜露J 鷹巣j寄二 fノi、夜子ちゃんの

九官潟J 江見水滋「鴎壌の少女」 九官鳥j

大泉累石 f緑色のめかく 一記者「笑はしき心を抱い 大泉祭石「緑色のめかく

しJ1・2 て天国へjニった少女の涙の しJ1 . 2 
物詩J i主原鏡村 f海岸の教会食」

浅E華鏡村「海岸の教会堂」 j青鎧之助「おばあちゃんと

夜露J
I工Ji.水蔭 f図境の少女」

一記者 f美はしき心を抱い

て天E壁へ上った少女の援の

物言苦j

大iE10年 康問なみぢ fきびしきいの 主主回幹彦「草笛j 作者不明「赤いマントと8 長田幹彦「主主翁j

2月号 ちj 渡遜いく子「不苦手な兄妹j い馬」 渡遁いく子「不幸な兄妹J
i圭E主主義村「悲しい3喜劇J1 地問美幸草 f夜叉御前J 係湿なみぢ「きびしきいの 池田英蓉「夜叉御前」

. 2 作者不明 f赤いマントと白 ちj

岩下小業「人形の悩みJ い篤J i茸原鏡村「悲しい主喜劇j

宮崎三量産 fぴかぴか小父さ 宮崎三雄 wかびか小父さ

んJ ん」

水野望書舟「壊れた土塀j 水野薬舟「壊れた土塀j

長谷川持母H巡礼 fおつるJJ 務下小葉「人形の悩みJ

③ 長谷川降雨「巡礼 fおつるJJ

大工ElO年 岩下小業「七つ裂の秘密j 長E日斡彦「主事笛J 岩下小業「七つ獲の秘密j 浅原鏡村「カローj

9月号 一記者「楽壌の明星久野久 Iil¥、殴なみぢ「主なき芦J 一記者 f楽壇の明星久野久 原田なみぢ ["etなき戸」

大
子女史主主ひ立ちの記」 浅原鏡村 fカローJ 子女史食ひ立ちの記」 革審殴史光「さすらひの少

中島薄紅「音楽の先生j 箱m史光「さすらひの少 中潟薄車工「音楽の先生J 女J
作者不明「乙女の松原J 女j 元島英三 f一本の絡梗」 f是泊幹彦 f主主笛J

7己烏英三 f一本の桔梗j 作者不明 f乙女の松Jjj(J

正 一記者 f楽章皇少女セシリア 一記者「楽堅少女セシリア

の一生j の一生J

大iE11王手 吉i潟捕食 f一分の日段を憎ん 久米正雄 f海のささやきJ 古関毒自生「一分の日援を憎ん i主原鏡村「限りなき嘆きj

f圭 4月号 で刻苦勉励した私の少女時 作者不明「絞っつじ物詩J で変日吉f勉励した私の少女狩 作者不明 f紅つつじ物語J

1-tJ i主原安定村「限りなき嘆きj 代j 大谷時三郎 f天E自より地上

波退官室亭 f十年の後J 小葉生「荒聖子のはでJ 渡主皇室霊卒 f十年の後J へj

出回邦子「人波へに話おまれ 山E日邦子「人後へに後はれ

期 て車手業締にう告られた話J て軽業自車に売られた話」

大橋菅波「遅咲の花j 大機管波 f遅咲の花J
一記者「貧民窟より出でて 一記者 f主主民議より出でて

大学教授にJ 大学教授に」

坪内務人「後鳥の兄妹」 主平内清人 ["1圭鳥の兄妹j

原EBなみぢ[")]霊応で絵はが 原田なみぢ ["E霊1古で絵はが

きを描いて売ったあの壌の きを描いて売ったあの須の

怒ひ出J 患、ひ出」

大谷時三郎「天00より地上 久米1E綾 f海のささやきj

へj 小業生「荒野のはでJ

大正11年 岩下小業「日茶子の夏休み 久米iE雄 ["i年のささやきj 三線さよ子 f人魚の歌j 久米正雄「海のささやき」

8月号 B~èJ )111二幸一「父を尋ねてj )11上幸一 f父を毒事ねてJ
奥野f鹿児努 f赤ちゃんが物 三燦さよ子 f人魚、の歌j 場下ノj、薬「包茶Tの夏休み

いふたJ 日記j

渋i畢背花「聖書鵡の家j 奥野他見男「赤ちゃんが物

作者不明「十字架J1・2 いふたj

i主原鏡村 fお要事ピンピンj 渋i畢青花「務総の家J
1 . 2 作者不明 f十字架J1・2
t也悶英容「汐はみちくるJ 池泊芙蓉「汐はみちくるJ
原湿なみぢ f山の忠ひ出j 原慢なみぢ f山の怠ひ出」

i葉原鏡村 fお奥ピンピンj

1 . 2 
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大正12年 岩下小業「ピアノのお穣 須藤しげる「春の光Jl・ 2 者下小葉「ピアノのお穏 官殴絃ニ郊「警の毅J2 
l月号 古j 榊縁翠 f夢みる母J 古」 榊縁翠 f夢みる母J

浅原鏡村「危いお輯tと恐い 中島台哉 fおき害の一家j 浅原鏡村「危いお靴と恐い 中島吉子吉Hおき普の一家j

羽子板J1・2 三宅やす子「百合子の誕生 羽子板J1・2
zき殴絃三郎「察の毅J1 BJ 須藤しげるf春の光Jl. 2 

省関絃三郎「警の朝J2 三宅やす子「百合子の誕生

日J
合殴絃三~B r'1雪の朝J1 

大正12年 佐々木邦 f器愛j 調殴光一郎「青いお母様j 佐々木邦 f綴蚤j 石JII墨彩「二つの道J2 
8月号 波田英毒事 fある海岸の出来 北JII千代子「祭髪j t邑殴3毒事事 fある海岸の出来 海野摩 fおひっこしj

事j 石JlI獲量三「二つの滋J2 事j 北)11千代子「黒髪」

山口鶴鶴「あんらひどい 渡部j育子「熱涙J ul口線鶴「あんらひどい 岡田光一郎「管いお母様」

わ」 井村i青f食と病に命がけで わj 藤野ゆかり「白百合の君J
石JlI墨彩「二つの遊J1 戦ってゐる孝女」 石JII星影「二つの滋J1 1 . 2 

藤野ゆかり「白百合の震j E諸橋2富美枝 f愛国の少女J 官国務湖「主主車工の斡鮮殺J 井村議「食と病に命がけで

1・2 1・2 単えってゐる孝女j

2雪印続湖「察紅の車産鮮服j 丸出繁雄「壊されたメタ

1 . 2 lむJ1 ・2
丸出望遠雄「壊されたメタ 高橋苦言笑校「去を閣の少女j

JレJ1・2 水野明子「海辺のみゆきj

海聖子~ rおひっこしj 渡部議二rr熱波j

白柳秀淑「摂津守の姿j 白柳秀j鵡 f摂津守の姿j
③ 水野明子「海辺のみゆきj 小限巻ゆき子 f華客ひゆく

小限巻ゆき子「慕ひゆく 魂j

魂」

大
大正13年 柳田I子「永遠の微笑Jl. 2 大深E重雄「児帰るまでJ 柳田I子「永遠の微笑Jl・ 2 間関光一塁日 r7J1Jるる夜J1 
8月号 を黄谷勝子「二議関点の花」 中村千枝子 f悲しき旅立 横谷2幸子「二重E題点の花」 . 2 

深水iE策 f虫館の悲劇J ちj i翠水iE策「虫歯の悲劇J 須藤しげる「母のおもか

浅原鏡村 f哀れわが夏事官 遠山後一「ナアレフの村」 i葉原鏡村「哀れわがill関 げj

正 子j 下村千秋「誕生日の夜j 子J 中村千枝子「悲しき旅立

大久保iE-r雑巾の大作 横山美智子 r*草く徽章j 三線さよ子「はかなきお約 ち」

戦j 安部満塁音 fイタリアの危 来J
伊藤純一 f治人頭J1 . 2 機j 大久保iEー「雑巾の大作

後 者下小重量 f水車産の娘J 昇態管点丈 f武士の娘j 戦J
問医光一郎「別るる夜J1 須藤しげる「母のおもか 伊藤純一 ri舌入閣J1・2

2 げ」 岩下小業「水家庭の娘j

関野冥火「繍殺の笑ひJ1 隠野冥火「綴綾の笑ひJ1 

期 . 2 2 
有本芳水f淑畔ノj、景Jl・ 2 大得意雄 f兄帰るまでJ

井東慾「王様とメリーj 逮ul霞 -rナアレブの村J

平松太郎「大変な泥棒J1 下村千秋「誕生日の夜」

. 2 横山美智子「輝く徽章J
三候さよ子「はかなきお約 安部{錆恩音「イタリアの危

東」 機J
奔議事審貞丈「武士の娘j

有本芳水「潟鮮小策Jl・ 2

井東音量「玉様とメリ -J

平松太郎 f大変な泥棒J1 
. 2 

大正13年 坂本茂子 fお弁当」 横山銀杏f女優志綴Jl・ 2 横山銀杏「女優主主綴J1・2 相PJII磯子 f形身の絵姿J1 
9月号

石JlL!塁影「夏休みなんか亭 西野美智子「淡路に煽る 石Jllo!塁影 ril休みなんか早 i1!i野美智子「淡路に帰る

く行ってしまえ!J 日J く行ってしまえ!J 日j

横山美智子「忍ひ出のゴム 柳川越子「形身の絵姿J1 横山美智子「忍ひ出のゴム

毛主J1 . 2 . 2 毛色J1 ・2 

岩下小業「水家屋の娘j 岩下小業「水家康の娘j

閣聖子主主火「鰯綾の笑ひJ1 際聖子主主火「鰯稜の笑ひj

. 2 坂本茂子「お弁当j

柳川磯子「形身の絵姿J2 
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大正14年 光一自主 f春ゃうららかJ1 宮崎-f，百 f越路の女仇討J 光一郎「春ゃうららかJ1 員十i章あずさ fピヤノよさよ

1月号 2 財津あずさ fピヤノよさよ . 2 ならj

深水正策「アルプスの少 なら」 深水lE策 fアルプスの少 太田清文「鳴くな鴎よ」

女j 永岡E王子「十六の春」 女」 渡漣j青「小鳩の窓J2 
横山美智子「海鳥は唄ふj 渡主豊i脅「ノj、鳩の'flJ2 永邸主主子「十六の春j 回中孝一郎「世界少女美人

1・2 院E日光一郎「愛の上を行く 繁UJ鮎太郎 f妖怪の窓j {云J. (衣i重量臣) ・ (ベア

芝イ圭吉「おかめいんこj 機」 横山美智子 f海鳥は領ふ」 トリチエ)

関野冥火「愛しまねく彩j 太田j膏文「鳴くな鴎よj 1 . 2 

繁山鮎太郎「妖僚の窓、j E日中孝一郎「世界少女美人 芝f圭合「おかめいんこ」

i主原鏡村 f元日はこりご f云J. (毒事御前) ・(露妻美 関野~火「差しまねく影j

りJ 人) 宮崎一雨「越路の女仇討j

問中孝一郎 f世界少女美人 花村ま章子 f海の嘆きj i美原鏡村「元日はこりご

伝J. (衣i重奴) ・ (光明 りJ
皇后) ・ (クレオパトラ) 問問光郎「雪の上を行く

{ベアトリチエ) ・ {プ 喜重j

ロシヤ女王ルイゼ) ・ (楊 波漣淡 r/J、鳩の君J1 
資妃) 鏡村「つどひのあとj

波主豊j寄付、鳩の主主J1 花村珠子 f海の嘆きj

鏡村「つどひのあとJ 邸中孝一郎 rt世界少女美人

伝J. (静御前)・(光明

③ 皇后) ・ (クレオパトラ)

(プロシヤ女王ルイゼ)

(燦美人) ・ (楊繁妃)

大
大正14年 坂本繁子 f玲子の妹J i主原鏡村「不思議な迷宮j 深水lE策 fアルプスの少 抜本繁子 f玲子の妹」

8fJ号 深水lE策「アルプスの少 R時田光一郎「もう一人の蔦 女」 繍聖子築火「差しまねく彩J2

女J 子J 4葉山美智子f海鳥は殴ふJl

横山美智子f海鳥は自民ふJl 伊藤純一 f幽霊塔の姉議J 2 
lE 2 今村箆士子「議事ií~患の娘」 関野冥火「差しまねく彩J1 

関野冥火f慈しまねく影Jl i主原鏡村「不忠議な迷宮j

2 間関光一郎「もう一人の蔦

子J
後 伊藤純一「幽霊霊塔の姉弟j

今村箆士子 f溺華ií~置の娘j

大正15年 戸]11貞雄「心機みてJ i幸村Jli:村f美しき身替りJl 戸川貞雄「心病みてJ 関谷勢之介 f人形塚j

郊 10月号 関B3光一郎「天使留の少 2 岡田光一郊「天使図の少女」 間宮茂輔 f絞れゆく夢j

女j 問主ZZ主輔「絞れゆく夢j 武)11霊太郊「利巧なエルザJ 浅井六期 f彼女の秋J
武]11重太郎防iJ巧なエル 綴木克三 f友のためにJ 議事森淳三 f孤児メワーJ
ザj 西谷勢之介 f人形塚」 横山葵智子「小さい兵隊j

藤森淳三 f孤児メリーJ 木蘇殻「文人さんの像J 関野~火「青いノj、蛇の死j

関野冥火「青いノj、総の死j 横山美智子「小さい兵隊j 玉村学子「アリス不思議図

玉村学子「アワス不思議図 探検j

探検j i幸村主主村「笑しき身替りJl

浅井六郎「彼女の秋j 2 
機木克三「友のために」

本蘇殺「文人さんの像」

昭和2年 長谷川i告三「歓喜事の涙J1 長谷川浩三 f歓喜の涙J2 長谷川浩三 f歓喜の涙J1 機江かど江 f父を待つ娘j

4月号 大河内ヨハネ「大地のは 猪問題費二 n司令官の娘J 2 少女の友綴集部編 r，気矯の
てJ 伊藤純一「血に咲く名花j 大河内ヨハネf大地のはでJ 真心J. rオフエリア妓」

問中学一郎 f敵へのりこむ 秦夜美「ああ信号の手よj 邸中学一郎f敵へのりこむ 青山機州「燃ゆる夕空J
少女j 場江かど十工「父を待つ娘j 少女J
木蘇毅「真珠のごfr:J1 少女の友編集部綴 r，主婦の 木蘇穀「真珠の:EJ1・2
藤森淳三「孤児メリー」 奥心J. r詩書上の美人J 藤森i事三「孤児メリーj

渋i署管花 f旅路の采J f弁の内侍J 渋t畢膏花「旅路の采j

横山美智子 f光りあれJ 作者不明 f凍りつく夜の街 横山美智子「光りあれJ
藤本斥夫 f風にきばかるj 灯にE重合をひき一家六人を 藤本斥夫 rm正にきばかるJ
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昭和2年 少女の友綴集者s綴 f八百屡 養ふ孝行少女安子さんJ 猪問騒ニ「司令官の娘j

4ft号 お七J. r海の嘆きj 作者不明「脅癌の父と肺炎 伊藤総-r血に咲く名花J
f炎の熱情J. rオフエリ のfまを養ふ殊気な少女とそ 秦夜美「ああ信号の手よJ
ア姫J. r牡丹灯後J の友の熱き友情J 少女の友編集部綴「人百慶

i主Jjj(鏡村「逆転するさ普字詰j 作者不明 f犠牲献身少女熱 お七J. ri年の嘆き」・

1 . 2 清談話J1 ・2・3 「炎の熱情J.r湖上の美人J
青山楼州「燃ゆる夕空J . r弁の内侍J. r牡丹灯篭j

木蘇穀「真珠の玉J2 作者不明「凍りつく夜の街

灯にE量台をひき一家六人を

養ふ孝行少女安子さん」

作者不明 f関癒の父と筋炎

のfまを喜善ふ殊気な少女とそ

の友の熱き友情j

作者不明「犠牲獄身少女熱

情談話J1・2・3

i葉原鏡村「逆転する幸福J
1 . 2 

昭和4年 喜喜七朗「れろれん復襲撃」 横山葵智子「母の絵姿J 奨七皇居 fれろれん復望書J 不明「父を忍ひてJ
5月号 -1吉伊平「こはれた目指符 加藤武雄「緑のI王j 二宮伊平「こはれた腕時計j i主原鏡村「はるけき空J1 

富十J1 ・2 i葉原鏡村「はるけき ~J 1 1・2
④ E霊俊八十「君主なき娘j 加藤まきを「猿のお公」 浅原鏡村れまるけき ~J 2 

井上紀美子 f謎の育支J1 作者不明「父を思ひてJ 西線八十 f家なき娘J
. 2 大河内需里山f女武者修業J1 橋爪健「少女十字軍J1・2

BB 
仁科春彦 fi昆線姉妹J1・ 藤本勝一 f新少女羽言己J1 
2 . 2・3

藤本勝一 f新少女日記J1 仁科春彦f混線姉妹Jl・ 2
2・3 井上紀美子 f謎の育支J1 

和 橋爪健「少女十字箪Jl. 2 2 

E壁鴎瀧太郎「死魚の緩J 産量悶瀧太郎「死魚の限j

大河内翠山「女武者修行J2 横山美智子「母の絵姿J
i主原鏡村「はるけき ~J 2 加藤武雄「緑の丘j

事E 加藤まさを「猿のお公」

大河内署里山「女武者修業」

1 . 2 

期 昭和4王手 木蘇毅「悲しき父とま良j 間限光一郎「亡き人の妹病 斯波茅書srジャズ娘J 浅原鏡村fIまるけき ~J 1 
6月号 斯波茅郎「ジャズ娘」 めるj 西燦八十「家なき娘j 三銭きよ子「香水の匂ひj

濁燦八十 f家なき娘」 三銭さよ子 f香水の匂ひj 橋爪健「少女十字箪Jl・ 2 厨猿:事信吉「夜会の花J
橋爪鍵f少女十字箪Jl. 2 加藤武雄 f緑の1王J 木蘇毅「悲しき父と娘j

厨5室津信王宮 f夜会の花J 草壁隊瀧太郎 f死魚の限j 井上紀美子「謎の賢三五J1 
井上紀美子「謎の青玉J1 浅原鏡村fIまるけき空J1 . 2 

2 大河内懇山「女武者修業j 仁科泰彦「混線姉妹J1 . 
仁科泰彦fi昆線姉妹Jl・ 2 二宮伊平「星はまたたく」 2 
横山美智子f嵐の小夜癌Jl 内1IJ基「母の憶ひ出j 横山美智子rJ!誌の小夜曲Jl

2 2 
藤本勝一「新少女日記J1 藤本勝一 f新少女8記J1 
. 2・3 . 2・3

浅原鏡村fIまるけき空J2 岡国光一郎 rIごき人の妹帯電

瓜主主健二 f鈴蘭物語」 めるJ
加藤武雄「緑の丘j

康問機太郎「死魚の銀J

大将内翠山「女武者修業J
二宮伊平「農はまたたく j

内1IJ義 rfまのf意ひ出J

瓜生健二 f鈴鏑物務j

i莞B華鏡村 fはるけき~J 2 
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昭和 6年 官E霊f量子「襖只J1 . 2 小山勝i青「夕陽i:tむ時J1 会E霊信子「襖只J1 . 2 上回エルザ「かがやく丘j

5月号 長関幹彦「悩める鈴蘭j . 2 牧回行主主 f悪魔の小夜曲J ミ三候さよ子「銀の十字架j

牧回行生「悪魔の小夜曲」 上国エルザ「かがやくE:J 小uJH毒液 fタi場沈む時J1 ?也殴芙蓉「哀しき聖子菊J
佐藤京子「乳房の秘密J1 佐藤京子「乳房の秘努J2 2 i主E京大宮月 fi巷の笛J
仁科春彦 f南部の鉄瓶j i也泊芙蓉「哀しき野菊j 佐藤奈子「乳房の秘密J1 長田幹彦 fl滋める鈴繍J
岩下小葉 fn霊綴重量の王女」 2 
寺尾幸夫 f級長選挙J 仁科泰彦「衛部の鉄瓶J
内山碁 f弟j 岩下小業「殿様裏の:E女j

関村ふさ子「衡の小母さ 寺E喜孝夫 f級長選挙J
んJ 岡村ふさ子「衡の小母さんj

三候さよ子「銀の十字架J 内山まま f弟J
城しづか「優しいママさ 減しづか「儀しい77さんj

んJ 石島菊枝 f藤fuのドレスJ
:fi島菊枝「藤色のドレスj

浅JJl(六綴「港の翁j

昭和8年 主主E霊f言子「からたちの花j 大悌次郎「祭主主の狽J 三吉E霊信子 fからたちの花J 上回エルザ「一つの緩ll1i'J2 
10月号 1・2 横山美智子「育祭のそrJ 1・2 横山美智子 f資~のそrJ 

島本志津夫「天職先生」 田郷虎雄「お5I'.さんは日本 島本志津夫「天職先生j 間泊光一郎「向日葵の塁審む

回郷虎雄 fお兄さんは臼本 -J 2 出郷虎雄「お兄さんは臼本 秋j

-J 1 上凶エルザ「二つの援皇室J2 -J 1 回郷虎雄「お兄さんは日本

内山基 fお誕生日J 内山さま fお誕生日J -J 2 

④ 
i湾問光-e~ f向日葵の萎む 水野奈笑子 f経験J
秋J 牧みどり「仲良しJ1・2
水野奈美子「経験j 上回エルザf二つの認箆Jl

牧みどり「仲良しJ1・2 藤i車i1tf，!量飛ぶ氏J
上回エルザ「二つの揺皇室J1 岩下恵笑子「小さき妹」

自自
藤i甫淡 f~飛ぶ丘J 大悌次長~ f雲雀の唄J
岩下E主事告子 f小さき妹j サトウハチロ-fたんぽぽ

サトウハチ口-fたんぽぽ 倶楽部j

侯楽部j
手自

昭和10年 台E霊伝子 f!J、さき花々 j 上初エルザ「娩の野ばらJ1 合E霊f言子二「ノj、さき花々 j 古川l英治「胡蝶陣J
8月号 サトウハチロ-fベレーの 2 岡村ふさ子「あこがれj 飛鳥j寿彦「議蔽の街J2 

合唱J 谷口清子「透き母J サトウハチロー「ベレーの

飛鳥j寿彦「幸喜被の街J1・ 合唱J
初 2 飛鳥j脅彦 f喜善被の街J1 

岩下窓美子「ハイヂj 岩下E言、美子 fハイヂJ
佐々木右河「育龍主主主人j 佐々木右可 f予著書皇賞主人J
自手1j聖子 fチピ肴の遠足」 由利聖子「チピ震の遠足J

期 島本志津夫 f犬と猫とJ1 島本志津夫「犬と猶とJ1 
2 2 

i潟村ふさそrfあこがれj 上田エルザ「晩の野lまらJ1 
i勾山基「白い椿J1・2 2 
古川英治「故蝶陣j 内UJまま「白い椿J1・2
i主原六朗「元祖になったミ 谷口裕子「途き母j

ヤ子j i主原六自足 f5tl宜になったミ

ヤ子J

昭和10若手 古屋鈴子f小さき花々J1 . 2 t貫E告ゆふ子 fお母様J 古屋信子f小さき花々 J1・2 北村小松 fマーフで逢った

9月号 サトウハチロ-fベレーの 上回エルザ「践の野ばらJ3 サトウハチロ fベレーの 少女J2 
合犠」 合唱J 上回エjレザ「礁の野ばらJ3 
桑原至「山の畷J 飛鳥i青彦「蕗綴の街J1 飛鳥i青~ f響機の街J2 
飛鳥j膏彦f義被の街J1 . 2 岩下主主笑子「ハイヂj

岩下E恵美子「ハイヂj 佐々 木右湾「青書1!1主主人j

佐々木右河「督責~1主主人j 自手1j翠子「二つのお募Jl・2
忠利聖子「二つのお墓J1・2 島本志津夫fサンマーハウ

島本志津夫「サンマーハウ スj

スJ i主原六朗 f月号司に咲く花J
i主原六朗「月号耳に咲く花J j賓路ゆふ子「お母様j

北村小松「マニラで逢った 桑原至「山の顎j

少女J1・2 上E日J工)vザ「焼の野ばらj

上回エルザ「続の聖子ばらj 1.2 
1・2 j色村小松 f7ニラで逢った

1 
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昭和11年 船橋翠 r花に努なしJ 今井遼夫「青銅の鳩」 船橋袈-r花に罪なしj 今井透夫 f青銅の鳩j

1月号 問悶光一郎「庫¥J 山中峯太郎「扱国の鐘J1 島本志津夫 fアメワカ人

上回ニ1:.;レザ r~尭の聖子ばらJ 形J1 . 2 

1・2 i葉原六朗「月月号に咲く花j

i華版六朗「月明に咲く花J 出手IJl愛子「威張ってゐた

由利重喜子「威張ってゐた 子j

子j 上白エルザ「礁の野ばら」

岩下E恵美子「秘密の花童話J 1・2

UJ中豪太郎「恨闘の鏡J2 者下恵美子「秘密の花童話」

閉村泰次郎「荷風車まるとこ 岡限光一郎「揮¥J

ろJ1陶 2 山中峯太郎「議鴎の鐙J1 

書室王手 rl語る魂J 2 

黒百合子「ニヒに芽ぐむ者J 岡村泰次郎「南風蒸るとこ

1きE重信子 ri号馬家の子供部E置j ろJ1 . 2 

ぢE重信子「司馬家の子供部屋J
書室主主「踊る魂」

黒百合子 f二七に芽ぐむ者j

昭和11年 長吉本志津夫「若い家庭教 飛鳥清彦「南海子J1 島本志津夫f主主い家庭教側J1 島本志津夫f若い家庭教師j

8月号 師J1・2 官E霊長喜子 n司馬家の子供部 吉E霊イ言子f司馬家の子供部 2 
@ 

山中長長太郎「扱閣の銭J2 屡j 震」

由利E聖子「海への参加申込 山中峯太郎 f援問の鐙J1 歯科!!!1子f海への参加申込

警警j 3 参J

昭 j主mt六朗「援の俊界J i葉原六朗 r~患の世界J

上回エルザ「雛嬰菜の唄J 上剖エルザ f語監事毒薬の唄」

1・2 1・2

矢殴i'幸世子 f別れの夜鈎J 矢剖津世子 r~1jれの夜飽」
和 1 . 2 1・2

岩下窓笑子「秘密の花関J 岩下恵、葵子 f秘穫の花関」

際村泰次郎 f荷風繁るとこ 関村署長次OBrl暫胤薄まるとこ

初 ろJ1 ・2 ろJ1・2

~由合子「士丁をともす者J 黒fE合子 f士丁をともす者J
飛鳥j青彦「南海子J2・3 UJ中峯太郎 f祖国の銭J1 

2・3
期 飛鳥j青彦 f南海子J1 . 2 

3 

昭和12年 湯本志津夫 f紛失した女王 山中主義太郎 f強弱の鐙J1 島本志津夫 f紛失した女王 篠松昭夫 f人さらひと少

1月号 様J1・2 2 様J1・2 女j

i主原六郎「援の世界」 出郷E竜雄 f若草日記J i主原六朗「患の世界j 殴郷虎雄 f若草臼言己」

上殴エルザ「雛事毒薬の唄」 内山基 f青い花J 上回エルザ「君主務薬の頭j

始者警察ー「雲雪;は白妙J1 . 桑原麦 f三つの林檎j 船橋基喜一「警は白妙J1・ 2

2 笹松5百夫 f人さらひと少 深尾須躍喜子「柴の折戸J1 

深尾須勝子「柴のすfi戸J1 女j 2 

2 飛鳥j青彦 f南海子J1 吉田絃二郎「はi遠ければJ1 

台回絃二郎 f山遠ければJ 2 

1・2 飛鳥j青彦「南海子J1・2

飛鳥滋彦「南海子J2 官E霊信子「小さき花々j

古E重信子「小さき花々J 取手U~聖子「海と山のユーモ

由利聖子「海と山のユーモ アi語録J
ア通信j 山中主義太郎「祖国の銭J1 

2 

桑原~ r三つの林機j

内UJ碁「脅し':fEJ



162 教育学研究科紀要第82号

昭和12年 有馬美沙 f赤い莱J1・2 潟本宏、津夫 r][の富十轡J1 有馬美沙「赤い莱J2 有馬美沙「赤い菜J1 

8月号 岩下恵美子 f幸福の花J 浅孫六皇居「兄いもうとJ 岩下恵美子 f幸福の花J 内山義 f永久にJ2 

悶郷虎雄「若草日記j 内tlJ基「永久にJ2 回郷虎雄「若草日記J 浅原六朗 f兄いもうとJ

上回エルザ f花散る丘J1 上関エルザ「花数るI王J1 

2 2 

内山まま「永久にJ1 内山主主「永久にJ1 

山中峯太郎 r~なる爽」 島本志津夫 r][の音十磁J1 

島本志津夫 r][の言十爾J2 2 

古屋f喜子「心の花j 山中峯太郎「塗なる翼」

由利袈子「海とtlJのユーモ 古屋信子「心の花j

7i車億」 商科華皇子「海とtlJのユーモ

111端康成「乙女の港Jl・ 2 ア通信」

111:1語康成「乙女の浴J1・

2 

昭和13年 島本志津夫 f短い上衣j i主B京大綴「兄いもうとJ 島本志津夫「緩い上衣J t工悶ミユキ f虫菊J

l月号 悶郷虎雄 f双葉と美烏J1 t工図ミユキ「白菊J 岩下恵美子「花簸J 悶郷虎雄 f双葉と美潟J2 

2 岩下恵美子「花篠J 回郷虎雄「双葉と美鳥J1 

上自エルザ「花散る丘J1 J二悶エルザ「花散るf王J1 

@ 
2 2 

山中峯太郎「蜜なる築J 山中峯太郎「整なる翼J

E住邪j笠子「あまのじゃく合 由利翠子 fあまのじゃく合

戦J1 ・2 戦J1・2

日目 JII端康成「乙女の滋J1・ 111端康成「乙女の浴Jl・ 2

2 古屋信子 rf'半先生j

台E霊信子 rf半先生」 i主原六JlJlr兄いもうとJ

手E自百キ013年 JII端康成 f花日記J1・2 浅原六草月「兄いもうとj 111端康成「花日記J1・2 田郷E亀雄「双葉と美鳥J2 

8月号 3 岩下恵美子 fロブとネ . 3 岩下恵美子「ロブとネ

山本治子 f五ツ薬J1・2 ワー」 山本治子「五ツ築J1・2 リー」

初
回郷虎雄 f双葉と葵，潟J1 a郷虎綾「双葉と美鳥J1 

2 E車線八十「古都の乙女J

西線八十 f古都の乙女」 古屋{喜子 rf.半先生J1・2

者E重信子 rf半先生J1・2 E担割i基皇子「あまのじゃく合

員耳 出手IJ聖子 fあまのじゃく合 戦J1 . 2 

戦J1 . 2 間島準子 fあこがれJ1 . 

団長話準子 fあこがれJ1 . 2・3

2・3 i主原六朗 f兄いもうとJ

島本志i章夫「赤い木ピー 島本志i章夫「赤い木ピー

ズ」 ズJ

昭和14年 JII端康成「花 B~aJ 1 ・2 芹i畢光治良 f月光の出」 111端康成「花自認J1・2 山本j台子「鳥緩」

1月号 3 国郷虎雄 f理恵子の手帖j . 3 岩下恵、美子「ロブとネ

島本志i章夫「給仕さんの1E 山本治子 f潟縫」 島本志i章夫「給仕さんの正 リ-J

月j 山中峯太郎 f黄砂に昇る太 月」

西燦八十「古都の乙女j 話器j 頭線八十 f省都の乙女j

古屋綾子 rf半先生J 岩 下 恵 美 子 「 ロブとネ 官E霊長雪子「伴先生j

由利費量子「次女日記J リーj 忠利重皇子 f次女日言己J

2蓄倉良子 r1)ラの花J 2蓄念良子 fリラの花J

母音阜蕊「隣のお嬢さん」 日吉子E手議 f隣のお嬢さんJ
1 . 2 1 . 2 

i'f浮光治良「月光の曲j

悶郷虎雄「理恵子のそF帖j

山中峯太郎「黄砂に葬る太

陽J
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昭和14年 司王宮早衝 f老朋友先生J1 問問禎子fi捧辺にてJl・ 2 日台早滋「老溺友先生J1 芹;畢光治良 f山荘の透J1 
8月号 2 殴郷虎雄「濠恵子の手帖j 2 . 2 

内ul基 f白い船J1・2 Ul'T峯太郎「糞砂に昇る太 F守山まま「白い船J1 ・2 作者不明「少女生活日記J2
芹i畢光治良 f山;jfの遊J1 陽j 台E重信子「乙女手帖Jl・ 2 宕下葱美子 fロブとネ

. 2 岩下恵美子「ロブとネ 作者不明f少女生活日言eJl 1) -J 

上E日エ Jレザ「寓美子の花 ワ-J 島本主主津夫「デパートの使

東」 作者不明「少女生活日記J2 衣嫁j

台E霊信子「乙女手紡Jl・ 2 由利重皇子 f次女日記J 忠平'IJ基皇子「次女日記J
作者不明「少女生活日記Jl 上限エルザ f蔦美子の花

島本志津夫「デパートの便 東J
衣隊j 調悶禎子f海辺にてJl・ 2
JlI:淘康成「美しい旅j 関郷虎雄 f~霊恵子の手紡」

山中峯太郎 f貧砂に昇る太

陽」

JlI1:田康成 f美しい旅j

昭和15年 林英美子「ともだちJ1 . i勾i幻基 faい;陵台J1・2 林笑美子「ともだちJ1 . 2 田代ニ事喜子f花吹雪雪J2
1月号 2 王宮E霊縫子「乙女手申占J2 廃本志津夫「姉の結婚J1 谷崎精二「花と空瓶J2 

島本志i章夫 f姉の結婚J1 谷崎務二「花と笠瓶J2 2 
. 2 川端康成「美しい旅j a:f1J聖子「小さい先生J
由利聖子山、さい先生J E8代三軍事子f花吹き雪Jl・ 2 古屋儀子f乙女手粘Jl・ 2
官屡僑子 f乙女手帖J1 井伏鱒二「オコマさんj

井伏鱒二 fオコ?さんj 内山義「白い燈台J1・2
相良懇子 f光を待つJ1. 2 格良霊妻子「光を待つJ1. 2 
谷崎繍二 f花と~瓶J 1 関代三瀦子「花吹雪雪Jl

⑤ 谷崎箱二「花とさE瓶J1 
JlI端康成 f美しい旅J

昭和15年 美JlIきょf自然の綴り子J1 芹j幸光治良 f愛すべき哉j 内山基 f白い燈台J1・2
戦 8月号 吉E霊祭子「小さき花々」 3 島本志津夫「レモン・ピス

芹i畢光治良f愛すべき哉Jl 出1可愛子「小さい先生J1 ケットJl・ 2
. 2 2 美111きょ「自然の踊り子Jl

時
内山まま「白い燈台J1・2 . 2 
島本志i孝夫「レモン・ピス 吉E量償子「小さき花々J
ケットJ1・2 芹I翠光治良「愛すべき裁Jl

JlI端康成 f美しい旅」 2・3
下 E量生Jjji.]量 f緑色の日記J 由利譲子 f小さい先生J1 

山河荘八 f銀河」 2 
美JlIきょ f自然の締り子j 111端康成 f美しい旅J
2 室主主Jjji.]塁 f緑色の日記j

山鴎荘八 f銀河J

昭和16年 王寺本志津夫「古いヴァイオ 火野主審平 mの命」 島本志津夫 fdいヴァイオ 駿j可奈美子「波J2 
1月号 リンj JlI端康成 f美しい旅J リンJ 大悌次郎「冬の太陽」

駿河奈美子「波J1 大悌次郎「冬の太揚J 悪童i可奈美子「波J1 
fl'i畢光治良f愛すべき哉Jl 駿i"J奈美子 fi庇J2 芹:畢光治良「愛すべき談Jl

台E霊信子「少女共sJ1・2 芹i畢光治良「愛すべき裁J2 . 2・3

E益事5繋子「重審物議J . 3 火野馨平「花の命j

山本!務五郎 f鼓くらべj 藤野葵知世「赤いリボン」 JlI端康成「美しい旅j

由利重皇子「号審物語j

山本周五郎「鼓くらべJ
藤聖子美知器士「赤い 1)ボンj

吉E重信子「少女期J1・2

昭和16年 fl'i畢光治良「愛すべき裁Jl 火野望聖平「花の命j fl'i事光治良「愛すべき裁Jl

8月号 2 大{部次郎 f冬の太陽」 2 
由利聖子 f審物誇J 5i;木図雄 fしめぢJ 由利重皇子 f官官物語J
E古屋イ富子 f少女期J2 山手樹一郎 f明月の著書」 EぎE重信子 f少女期J1・2
廃本志津夫「当番目誌よ 官E霊f富子 f少女期J1 高本志津夫 fo当番日誌よ

りJ1 島本志津夫 f当番臼誌よ りJ1・2
りJ2 火野翠玉P:f花の命J

大悌次郎「冬の太揚j

元木闘雄「しめぢj

山手樹一郎「明月の奏j
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昭和17年 大{弗次郎「冬の太陽j JII端康成f美しい旅Jl・ 2 大悌次郎「冬の太l努j 綴外男「将箪の令嬢j

1月号 由利基喜子 f1i月物語j 芹E畢光治良「けなげな娘 EEl利聖子「五月物語J
逮J1・2 玉造本志津夫f病院の窓Jl.2 
橘外男「将箪の令嬢J )11端康成「美しい旅Jl・ 2

潟本REi章夫「病院の窓J1 fi'i畢光治良「けなげな娘達j
， 2 1・2

昭和17年 JII端燦成「美しい旅J )11端康成「美しい旅j

8月号 芹i畢光治良「けなげな娘 芹I畢光治良「けなげな娘

逮J1・2 遼J1・2
手日間簿「主主々 の穫にJ キOE琵{専「主主々 の蔭にj

昭和18年 5i;木E富雄「中将姫J 機外男「将箪の令嬢J 5i;木閤雄 f'"将娘j 橘外男「将箪の令嬢J
2月号 神崎j寄「宮城野の春」 大地唯雄「命のかぎりJ1 サトウ・ハチロー「青空よ

， 2・3 り背く」

サトウ・ハチロ- f育~よ 大地唯雄「命のかぎりJ1 
り資く」 ， 2・3

神崎清「宮城野の春j

B/i;fUl8年 船橋袈一「若い手J1・2 サトウ・ハチロー「青空よ 船橋整一「繁い手J1・2
8月号 り背くJ サトウ・ハチロ 「青空よ

大地敬雄 f命のかぎりJ1 り驚くJ
2 大地唯雄「命のかぎりJ1 

2 

昭和19年 サトウ・ハチロー「脅さEよ サトウ・ハチロ f青空よ

I月号 り背く j り驚く j

大地唯雄「命のかぎりJ 大地続放「命のかぎり」

和田傍「遠くの友だちJ1 和問傍「遠くの友だちJ1 
2 2 

鉛橋!I¥l一「若い手J1・2 船橋室~- fままい手J1・2

昭和19年 中泉'1笈子「寄綴舎にでJ1 大地日生雄 f命のかぎりJ1 
8月号 2 2 

大地敬雄 f命のかぎりJ1 サトウ・ハチロー「管~よ

2 り資<J
サトウ・ハチロー「青空よ 中A占領子「寄宿舎にてJ1 
り脅くJ 2 

昭和20年 主平井栄「寒椿J サトウ・ハチロ f脅~よ サトウ・ハチロ-f青空よ

2fi号 り驚くJ1・2 り育<J 1・2
大地唯雄「命のかぎりJ1 坪井栄「空襲椿J
2 大地機雄 f命のかぎりJ1 

2 

昭和20年 サトウ・ハチロ 「青空よ サトウ・ハチロ 「脅さEよ
4月号 り背く J1・2 り脊<J1・2

大地機雄 f命のかぎりJ1 大地唯雄「命のかぎりJ1 
2 2 

注1)題名の後の f1J. f2Jなどの番号は，小説中の少女像が複数である場合，一つめの少女像を flJ.二つめの少女

像を f2Jなどと番号をつけて分類したことを示している。

資料少女の友』実業之日本社刊(大阪国際児童文学銭)


