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『望郷の鐘』出版と映画化
子どもたちは生きているはずだ。
満州に残した子どもたちを 早く日本に迎えなくては―。
文・しなのき書房代表取締役

映画「望郷の鐘」スチール

平成 26 年（2014）12 月、満蒙開
拓団をテーマにした映画の公開が始ま
りました。映画『望郷の鐘 満蒙開拓
団の落日』は、おもに長野県で撮影さ
れ、地元の子どもたちも大勢参加して
完成しました。
日本一満蒙開拓民を送り出した長野県
映画の舞台となった満州は、戦前に
中国の東北部にあった国です。「五族
協和」「王道楽土」を理念に満州国は
建国され、多くの人びとが満州をユー
トピアと考えて海を渡りました。日本
全国から約 27 万人が満蒙開拓団とし
て渡り、おもに満州北部に広く入植し
ました。
長野県は、全国の開拓団のなかでも
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約３万 3000 人という一番多くの移民
を満州に送り出しています。昭和恐慌
下、長野県の地場産業を支えていた養
蚕が衰退していくなか「満州に行けば
大地主になれる」というのは当時の農
家の次男、三男にとっては魅力的な誘
い文句であったことでしょう。
ところが実際に入植してみると、そ
こは現地の中国人の農地などを半強制
的に買い上げたもので、開拓とはほど
遠いものでした。また、軍事的な訓練
も受けた武装移民団として、関東軍の
補完的な機能も求められました。
満蒙開拓団の真の目的は、疲弊する
農村の「人減らし」や北のソ連に対す
る「盾」とするためだったのです。
そして昭和 20 年８月７日、不可侵

条約を結んでいたソ連が突然侵攻し、
開拓団の悲劇が始まります。開拓団を
守るべき軍は早々に撤退しており、食
料難による餓死や集団自決、病死など、
引き揚げ者の逃避行は悲惨を極めまし
た。32 万人ともいわれる移民のうち
日本に帰国できたのは 11 万人あまり
でした。
そんな苛酷な状況のなか、このまま
連れて行って死なせるくらいならと中
国人に預けられた子どもたちが、のち
に残留孤児となり、戦後までその苦難
を負うことになります。
『望郷の鐘』の出版
小社では平成 25 年（2013）８月、
終戦記念日を前に『望郷の鐘―中国残
じ しょう
留孤児の父・山本慈昭』を刊行しまし
た。著者は、児童文学者で信州黒姫童
話館館長の和田登さんです。
長野県が日本一満蒙開拓民を送出し
ていたこと、平成 25 年に満蒙開拓平
和記念館が阿智村に開館したことも後
押しとなり、出版に踏み切りました。
本書は、長野県下伊那郡阿智村の長
岳寺の住職で「中国残留孤児の父」と
慕 わ れ た 山 本 慈 昭（1902 ～ 1990）
の生涯を生い立ちからたどったノン
フィクションです。30 年ほど前に他
社より刊行されていたものを改題、内
容も大幅に改訂しました。
主人公の山本慈昭は、昭和 20 年５
月１日に阿智郷開拓団の臨時教員とし
て１年だけという約束で満州に渡りま
した。終戦を３カ月後に控えた信州最
後の開拓団でした。しかし、まもなく
ソ連軍が侵攻。ロシア兵に捕まるのを
恐れて山中を歩き、死の旅をすること
になりました。阿智郷から満州に渡っ
た 175 人のうち、無事に帰国できた
のはわずか 45 人だったといいます。
自らはシベリア抑留され、満州で妻
子を亡くすなど過酷な運命に翻弄され
ながらも帰国。その後は住職をつとめ

()

2015 年 2 月 1 日

ア

ク

セ

ス

（1976 年 11 月 10 日第三種郵便物認可）

ながら大陸に残された残留孤児たちの
支援に奔走しました。活動を始めた山
本のもとには、孤児たちから肉親を捜
してほしいという手紙が何万通も届
き、それを目にした山本は何度も政府
の役所をまわり、残留孤児問題を訴え
ました。こうした山本の運動がついに
は国を動かし、つぎつぎに孤児を発見、
帰国や里帰りが実現していきました。
そして 88 歳で亡くなるまで孤児たち
を献身的な愛で支えたのです。
映画化への想い
本書を読んだ「はだしのゲン」など
で知られる映画監督の山田火砂子さん
は、日本が敗戦するわずか３ケ月前に
多くの人たちが、なんの事実も知らさ
れずに満州に送り出されていたことに
衝撃を受け、怒りが込み上げてきたと
言います。
山田監督自身も 13 歳のときに東京
大空襲を経験しており、「戦争の実態
を知らされないことがどんな悲劇を招
くか知ってほしい」と、すぐに映画化
を決めたそうです。
山田監督の「なんとか平和を維持す
る日本であって欲しいという」 思い
が込められた作品となっており、「戦
争の犠牲になるのは一番貧しく、弱い
人たち。怒りを持ってこの映画をつ
くった」と振り返っています。
劇中、主演の内藤剛志さんのセリフ
で「だますものとだまされるものがそ
ろわなければ戦争は起きなかった。だ
まされた自分自身も反省もして、二度

『望郷の鐘 中国残留孤児の父・山本慈昭』
和 田 登 著 A5 判 ／ 上 製・172 頁 ／ 1,296
円 ( 税込 )

と二度とだまされないようにしろ」と
いうものがあります。この言葉に、国
や社会を妄信することは信じた人を加
害者にし、また被害者も生む、という
監督の想いが込められているのではな
いでしょうか。
映画は内藤剛志の主演、渡辺梓、磯
村みどり、内藤洋介、常盤貴子らの出
演で、平成 26 年 12 月から東京、長
野で先行上映され、本年にも大阪、愛
知、神奈川、兵庫、福岡など全国各地
での上映が予定されています。
詳しくは、現代ぷろだくしょんの鐘
公 式 サ イ ト（http://www.gendaipro.
com/bokyonokane/）をご覧ください。

新刊ダイジェスト
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山本慈昭さんが教えてくれること
近年、日中・日韓関係が冷え込むな
か、偏狭なナショナリズムが台頭し、
ヘイトスピーチなど感情的な行動もみ
られるようになってきました。昨年に
は特定秘密保護法が成立し、集団的自
衛権についても十分に国民の声が反映
されないままに進もうとしています。
こうした時代だからこそ、理性的に
過去をみつめて、きちんとした歴史観
をもつことが大切ではないでしょう
か。そして、人の意見を鵜呑みにする
ことなく、自分の頭で考えて判断する
ことが必要になっていくと思います。
山本慈昭さんが住職をつとめた長岳
寺には本と映画のタイトルになった
「望郷の鐘」があります。そこには山
本さんの祈りの言葉が刻まれています。
想い出ではかくも悲しきものか
祈りをこめて精一ぱいつけ
はらから
大陸に命をかけた同胞に
と
めい
この鐘を送る疾く瞑せよ
日中友好の手をつなぎ
くい
共に誓って悔を踏まじ
大陸に命をかけた同胞に
夢美しく望郷の鐘
悲しい過去を繰り返すような、同じ
轍を二度と踏まないためにも、山本さ
んが鐘に込めた遺志を改めて考えた
い。
（はやしよしたか／しなのき書房代
表取締役）

※価格は税込（消費税率 8％）表示です。

『張り込み日記 －渡部雄吉写真集』●渡部雄吉著
昭和 33 年、茨城県水戸市千波湖畔で切り取
られた親指や鼻などの人体の一部が発見され
た。翌日には湖の反対側で他の部分も見つかり、
共に回収された遺留品には手拭いの切れ端が
あった。それは東京下町の旅館のものと判明し、
事件の舞台は東京に移る。警視庁捜査一課と茨
城県警の間で合同捜査本部が設けられ、捜査一
課からはベテラン刑事、茨城からは当時 25 才
の若手刑事の二人一組で捜査に当たることと
なった。
本書はその実際の捜査を 20 日間にわたって
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密着撮影した貴重な写真集。執念が滲む聞き込
みや会議の様子、一転して自宅で家族とくつろ
ぐ姿など、どんな表情をも余すところなく写し
出している。このバラバラ殺人事件は戸籍を奪
い、本人になりすますという背景があり、半年
後に犯人逮捕で解決する。構成と文は事件の捜
査を通し、昭和という時代の再現を試みた作家
の乙一。刑事のくゆらすタバコの煙の向こうに
変わりつつある東京の姿が浮かび上がる。
◆ 2916 円・Ｂ５判・94 頁・ナナロク社・東京・
2014/11 刊・ISBN978-4-904292-52-5
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－幕末動乱から生まれた招魂社』●堀
靖国神社初代宮司・青山清に光りをあてた貴
重な書である。萩の椿八幡宮宮司の家に生まれ
た青山は、山口明倫館で国学振興に従事するか
たわら勤王派神官として行動する。長州藩では
靖国神社の前身・東京招魂社のモデルとなる招
魂場（招魂社）が各地でつくられたが、青山は
それに深くかかわっていた。招魂社の具体的な
景観が絵図や実地調査などによって紹介されて
いて興味深い。招魂碑の形状が神道とキリスト
との融合の結果であるとの発想から、「国家神
道」の成立にキリスト教の影響を見ている。

『北海道
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雅昭著
だが、その一方で「国家神道」は従来の神社
神道のシステムを崩壊させてしまう。さらには
旧士族の反乱・没落などもあり、青山は靖国神
社宮司に就任したにもかかわらず、やがては忘
れ去られた存在となる。設立当初の靖国神社は、
西洋式神社として相撲や競馬やサーカスが開催
されるなど一大アトラクションの場であったと
いうのも近代日本の夜明けの混沌さが伝わり面
白い。
◆ 2268 円・Ａ５判・221 頁・弦書房・福岡・
2014/12 刊・ISBN978-4-86329-111-9

地図の中の鉄路 －ＪＲ北海道全線をゆく、各駅停車の旅』●堀
北海道をのんびり鉄道で巡りたい、といって
も実際はなかなか…という方に本書はお薦めで
す。現在乗ることができる（但し昨年廃止され
た江差線木古内～江差間含む）北海道の JR 線
全線の車窓を、地図エッセイの名手として知ら
れる著者が案内してくれます。各路線について
地形図が添付されており、読者の方もそれをも
とに机上旅行を楽しめます。もちろん難しい地
図読解の技術は必要ありません。
古今の地図を読み解く著者の解説に身を任せ
てぼんやり地図を眺めれば、車窓の風景が頭の

淳一著

中に立ち上がってきます。またそこからは景色
だけでなく、通過する街の栄枯盛衰や鉄道を取
り巻く環境の変化など、北海道の歴史さえも垣
間見ることが出来ます。他にも著者が乗車した
時の印象や人に知られていない観光ポイントな
ども書かれています。そして各路線のルート変
更の跡が網羅的な解説がもうひとつの読みどこ
ろ。地形図から旧線の痕跡を見つけ出す著者の
手並みも鮮やかです
◆ 6480 円・Ａ５判・415 頁・亜璃西社・北海道・
2014/12 刊・ISBN978-4-906740-13-0

『倭城を歩く』●織豊期城郭研究会編
明征服を目論む豊臣秀吉が朝鮮を侵略した文
禄・慶長の役。6 年間に延べ 30 万もの兵を送
り込んだ。多くの城郭が築かれ、倭城と呼ばれ
た。それから 400 年余、今なお釜山をはじめ
慶尚南道、全羅南道に 30 もの城郭の石垣、土塁、
竪堀、天守台などが残されているという。その
事実にまず驚かされる。
大阪城、聚楽第など国内において秀吉の居城
は全く痕跡を留めないが、倭城は築城段階の構
造をほぼ残している。近年韓国ではこれらを観
光地化し、交通インフラを整備している。誰も

が気軽に訪ねることができるようないなったこ
ともあり、織豊期城郭研究会は 2010 年から調
査に当たってきた。本書はこれらの所在地、ア
クセス、築城時期、築城者、地理的構造、主な
遺構及び現況を、写真と遺構図を交えてレポー
トしたものである。改めて歴史の爪痕に思いを
深くさせられるのであるが、同時に歴史ツアー
のガイドブックとしても魅力ある内容で、歩い
て見たい衝動に駆られる。
◆ 2592 円・Ａ５判・184 頁・サンライズ出版・
滋賀・2014/12 刊・ISBN978-4-88325-548-1

『古本屋ツアー・イン・神保町』●小山力也著
著者の肩書きは「古本屋ツーリスト」。2008
年から古本屋探訪ブログを開設し、胸を熱くす
る古本屋を求めて全国各地を訪ね歩いていると
いう。そのブログをまとめた『古本屋ツアー・
イン・ジャパン』
（原書房、2013）に続く第二弾。
「世界最強の古本魔街」神田神保町に乗り込み、
140 店余を 6 年がかりで歩いた探訪記。昭和
6 年建築の重厚な店に入り、格式高い雰囲気に
緊張するが、丁重な対応の店員がサンダル履き
であるのに気づき、「ちょっと普通の古本屋さ
んのようではないか」とニンマリ。入ったから

には何か買うと心がけていても、医学書専門店
では求めるべきものがない。
店主にチラリと見られ、「店内を静かに一周
し、最終的に入口まで移動して脱出」。有機野
菜や自然食品を扱うオーガニックカフェの隅に
も 50 冊ほどの古本が。恐ろしく懐の深い神保
町。しかし、「古本の海と棚のうねりに、好奇
心を胸に飛び込んで行けば良いのだ」。そうか、
早速明日にも出かけよう。
◆ 2160 円・四六判・333 頁・本の雑誌社・東京・
2014/11 刊・ISBN978-4-86011-262-2
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期間：2014 年 12 月 16 日〜 2015 年 1 月 15 日

［出荷センター扱い］※価格は税込（消費税率 8％）表示です。
(1)『本土の人間は知らないが、沖縄の人はみんな知っていること』1404 円・書籍情
報社 (2)『今日の漫画 史群アル仙作品集』1296 円・ナナロク社 (3)『知られざる
日本の地域力』1944 円・今井出版 (4)『飼育係はきょうもフィールドへ』1944 円・
北星社 (5)『楫取素彦 吉田松陰が夢をたくした男』1404 円・書肆侃侃房 (6)『倭
城を歩く』2592 円・サンライズ出版 (7)『張り込み日記』2916 円・ナナロク社 (8)
『靖国誕生』2268 円・弦書房 (9)『かんたん美味６』1296 円・ベターホーム出版局
(10)『不登校は１日３分の働きかけで９９％解決する』864 円・リーブル出版 (11)
『よみがえる夢野久作』734 円・弦書房 (12)『花田清輝批評集 骨を斬らせて肉を斬る』
1836 円・忘羊社 (13)『割りばし輪ゴム鉄砲製作教本』972 円・クオン

(1)『東京かわら版 １月号』432 円・東京かわら版 (2)『本の雑誌 ３８０号』720 円・
本の雑誌社 (3)『おすすめ文庫王国２０１５』821 円・本の雑誌社 (4)『奥多摩
登山詳細図 西編 全１１２コース』950 円・吉備人出版 (5)『フリースタイル
２８』959 円・フリースタイル (6)『倭城を歩く』2592 円・サンライズ出版 (7)『古
本屋ツア－・イン・神保町』2160 円・本の雑誌社 (8)『サンリオＳＦ文庫総解説』
1944 円・本の雑誌社 (9)『縄文土器展 デコボコかざりのはじまり』1080 円・信
毎書籍出版センター (10)『サイレンと犀』1836 円・書肆侃侃房

［ジュンク堂書店池袋店 地方出版社の本—センター扱い図書］※価格は税込（消費税率 8％）表示です。
(1)
『ペコロスの母に会いに行く』
1296 円・西日本新聞社 (2)
『サイレンと犀』
1836 円・
書肆侃侃房 (3)『ドンと来い分離動詞』1620 円・駿河台ドイツ語工房 (4)『不登
校は１日３分の働きかけで９９％解決する』864 円・リーブル出版 (5)『奥多摩登
山詳細図（西編） 雲取山・三頭山・御前山・鷹ノ巣山 全１１２コース』950 円・
吉備人出版 (6)『高尾山・景信山 陣馬山 登山詳細図』823 円・吉備人出版 (7)
『知られざる日本の地域力』1944 円・今井出版 (8)『涙を流し口から火をふく、四
川料理の旅』1620 円・書肆侃侃房 (9)『栗木京子』1944 円・青磁社 (10)『熱帯
くだもの図鑑』2160 円・編集工房東洋企画
以下ホームページ等でも各種情報提供を行なっております。ご利用ください。
ＵＲＬ：http://neil.chips.jp/chihosho/
ツイッター公式アカウント：@local_small

(12)

★★★

▼ 少し前のことになりますが、若手写真
家の作品集を多く手がける赤々舎の【津
波、写真、それから】
（高橋宗正著 2600
円税別 ISBN978-4-86541-012-9）刊行の
きっかけになった思い出サルベージプ
ロジェクトが、2014 年グッドデザイン
賞を受賞しました。思い出サルベージ
は、宮城県山元町において、東日本大震
災の津波で流出し持ち主不明となった写
真を、持ち主に返すプロジェクトです。
自衛隊などによって回収された写真は
約 75 万枚。そのすべてをカメラマンと
一般ボランティアが協力して洗浄・デジ
タル化。常設の返却会場を設置するとと
もに、仮設住宅を回っての返却会も実施
されたとのことです。
【津波、写真、そ
れから】はこの活動に関わった写真家・
高橋宗正さんによるテキストと、津波で
流され回収された数多くの写真、そして
ボランティアに関わった人たちのポート
レート等で構成されています。現在流通
している
【津波、
写真、
それから】
には、
グッ
ドデザイン賞のロゴマークステッカーが
貼ってあります。

郵便販売のご注文方法
◎お名前、お届け先（郵便番号、住所）
、
連絡先お電話番号、ご注文品の書誌名、
冊数の必要事項を明記のうえ、下記ま
でＦＡＸでご連絡ください。
◎送料は、冊子小包・メール便共実費
でお送りさせて頂きます。基本的にメー
ル便は、一冊２１０円でお送り致しま
す。
（メール便の到着は、発送してから
３〜４日かかります。
）お急ぎの方、そ
の他ご要望がございます場合はお気軽
に下記までお問い合せ下さいませ。
◎なお書籍お買上総計（税抜き価格）
が 5,000 円以上の場合は、送料をサー
ビスさせて頂きます。
★地方・小出版流通センター
ＦＡＸ：０３−３２３５−６１８２

地方・小出版物のデータになります。綴じて保存してください。

［三省堂書店神保町本店 センター扱い図書］※価格は税込（消費税率 8％）表示です。
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