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2016 年 9 月 28 日 93 号 

 

「グループ中国だい好き」会報            

『中国だい好き』   
     我们很喜欢中国! 

Women hen xihuan zhongguo! 

 

 

―2016年度 中国を理解するための講演会― 

「終わらない私の戦争―私と中国―」 

『私は中国人民解放軍の兵士だった』 

―山邉悠喜子の終わりなき旅―出版まで 

 
穏やかな口調、こもる気迫 

 7 月 24 日（日）13:00 より、男女平等推進センターで「2016 年度 中国を理解するための

講演会」（「私は中国人民解放軍の兵士だった」）が行われました。 

講師は山邉悠喜子さん、小林節子さんのお二人。お二人の講演は、穏やかな口調の中に凛

とした気迫があり、聴講者一同思わず襟を正しました。 

講演後、多くの参加者から質問や意見、感想が出されました。予定時間を過ぎても話は尽

きず、場所を移して中身のある交流のひと時をもちました。 

 

「広報・ひがしくるめ」7 月 15 日号の「市民伝言板」で講演会の案内をしましたが、当日

は東久留米市民だけでなく、清瀬市、西東京市の方々も参加してくださいました。 

大東文化大学でキャリア教育を講じる仁井田先生や、中

国人留学生の劉黎さんも駆けつけてくださいました。劉黎

さんは靳明全重慶師範大学教授の元ゼミ生で、現在は愛知

大学大学院研究生として日中比較文化論を研究していま

す。劉さんは聴講後の感想を「正义之歌永远传唱（正義の歌

は永遠に歌い継がれる）」（８Ｐ）という文章にまとめてくだ

さいました。 

 

 はじめに 

「なぜあなたはそんなに中国に対して関心が深いのです
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か？」 

講演会の席上でよく出されるという質問に対し、山邉さんはこう答えられるそうです。 

「日本の敗戦後、満州（現在の中国東北部）に残された私がどのような経験をしたかを知

っていただけばお答えになるかもしれませんね」。 

 

山邉さんは中国でどのような経験をし、それが帰国後現在にまでどのように継承されてい

るのだろうか……。 

講演会の席で質問する人たちと同じ問いを持っていた小林さんは、山邉さんへ 3 年間にわ

たって聞き取り作業を重ね、2015 年 10 月、その成果を『私は中国人民解放軍の兵士だった

―山邉悠喜子の終わりなき旅―』（明石書店）にまとめます。 

以下、一部小林さんの著書で補足しつつ、講演の内容を紹介します。 

 

「終わらない私の戦争―私と中国―」 

山邉（旧姓森本）悠喜子さんは 1941 年（昭和 16）、父親の務める奉天省（現遼寧省）本渓

市の「本渓煤鉄株式会社（後に満州製鉄と改称）」の社宅に母親、弟、姉、妹と移住します。 

11 歳だった悠喜子さんは市の女学校に入学。軍事訓練と勤労奉仕に明け暮れる中で救急時

に役立つ看護婦資格を取り、また 3 か月間の教員短期養成講座に参加し、敗戦半年前に教師

になります。 

当時、教室は関東軍の倉庫になっていて使えず、適当な教科書もありません。生徒には学

校近くの公園で、自宅にあったアンデルセン童話集を読み聞かせていたそうです。16 歳で初

任給は 46 円でした。 

 

敗戦（1945 年）を同市で迎えた悠喜子

さんは、その後東北民主聯軍（後の人民

解放軍）の呼びかけに応じます。 

国共内戦の中、医療部隊の衛生兵とし

て中国東北部から現広西省チワン族自治

区の省都南寧にいたる各地で医療活動に

携わります。 

 

この活動の中で、兵士が負傷兵を背負

って歩き、農家に着くと農民が自分の寝

ている場所を負傷兵のために空け、自分

も兵士たちと一緒に土間に高粱殻を敷い

て寝る、部隊の隊長も炊事員も同じく土

間に寝るという姿を見ます。まるで自分

の家族のように、一生懸命に負傷兵を看

護しようとする農民の姿を目にします。  

   

 

  第四野戦軍行程概略図 入る 
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それまで共産党、軍隊というものに何歩か退いた感じをもっていたのですが、農民たちが

自分たちを守ってくれるのはこの人たちしかいないのだと思って精一杯協力する姿を見た

時、早く日本に帰って家族といっしょに過ごしたいという気持ちはすっかり忘れてしまった

そうです。 

[中国と日本とのあいだに国家、国境を超えた連帯があり、傷ついた人びとに寄り添った日

本人だった悠喜子さんにとって、日本軍より被害を受けた人びとのやさしさを知ることで、

「解放軍こそは私の大学」となるものでした。] 

 

[1948 年（昭和 23）、家族は悠喜子さんの身を案 

じつつも日本に帰国。一人中国に残った悠喜子さ 

んは 1951 年（昭和 26）桂林で山邉賢蔵氏と結婚、 

長女をもうけます。] 

 

[山邉賢蔵氏は元日本関東軍航空隊隼戦闘隊（林 

弥一郎隊長）の隊員で整備兵でした（敗戦後、林 

氏は八路軍の要請に応えて、部下 300 人とともに 

中国人民空軍の創設に協力します）。 

 飛行技術のなかった賢蔵氏は部隊を離れますが、 

国共内戦が始まると民主聯軍での経験を買われ留 

用を要請され、解放軍の隊列に加わることを決意。そして解放軍が設置した病院に配属され、

ここでのちに最愛の人となる森本悠喜子に出会うことになります。] 

 

[1953（昭和 28）年、山邉夫妻は幼な児を抱いて日本に帰国します。しかし、彼女にとって

日本はまるで外国でした。生きることに精一杯でしたが、心の内では目的が少しもないこと

を感じていました（賢蔵氏は「日中平和会」会員として友好活動に尽力）。]  

  

[退職を待って、山邉さんは再び中国を訪れます。1984 年（昭和 56）中国の大学へ日本語教

師として赴任、91 年にはハルビン市内の黒竜江大学に語学留学します。そして、二人の恩師

と出会います。ハルビン市の 731 部隊陳列館館長の韓暁さんと、当時、黒竜江省社会科学院

歴史研究所所長の歩平さんです。毎年、東北三省の研究者たちと合同で辺境地区に日本関東

軍が造設した要塞、軍事建築遺跡などの調査に参加しました。] 

 

 「731 部隊は細菌戦部隊です。敗戦の時、関東軍の命令は全部の資料を焼却して逃げると

いうものだったのですが、石井部隊はそうしなかった。焼却したのは捕まえていた人間だけ

です。彼らを焼却して、松花江へ流しました。 

そして細菌を周囲の住民の民家にまきちらして逃げたのです。翌年の春、たくさんの人が

ネズミの死骸を見ました。人々の間にペストが流行しました。死んだネズミについていたノ

ミがペスト菌を培養、繁殖し、人々の生活の中に入り込んでいったのです。きちんと処理を

「中国桂林にて 一八一病院時代の友人たちと 前

列左が山邉 後列左が夫の賢蔵氏 １９５１年」 

『私は中国人民軍の兵士だった―山邉』悠喜子の終

わりなき旅』より 

 

 



- 4 - 

 

しても翌年の春にまた同じことが起きたのです。」 

 

 「石井隊長は「細菌戦を一つやれば、毎年砲弾を作ってたくさんの人を殺すというような

戦いをする必要はない、ノミ一匹にペスト菌を与えればどんどん広まって中国人は全部死ん

じゃうんだ、これが我々の使命だ」といって関東軍を納得させたのです。 

……これがいまハルピンで遺跡保存をしている 731 部隊の現状なのです。このことを忘れ

ないで頭の隅に入れておいてください。」 

「私たちは医療工作者でも軍隊関係者でもない。しかし、この犯罪をなぜ世界が許したの

でしょうか。アメリカ軍は石井部隊の罪を問わず保護した。免責にし、研究をアメリカ軍が

継承した。そしてベトナムや中近東で使われている。」 

「日本の軍隊の犯した犯罪を政治家が一つも留意しないことに怒り心頭だが、世界もそれ

を許したということは考えられないことです……。」 

「先だっての参議院選挙の際、誰一人として、「中国でこういう犯罪を犯した、これを正

さなければいけない」と言った立候補者はいなかった。みな憲法 9 条……、正しいです、私

も 9 条は好きです。だけど憲法 9 条があってもその下でいったい何が起きたのか、……こう

いうことが起きたということを、みなさん真剣になって勉強していただきたいです。」 

 

「こういう過程があり、私はＡＢＣ企画を作った（Ａ＝核兵器、Ｂ＝生物兵器、Ｃ＝化学

兵器）。731 部隊の遺跡を保存しよう、次の世代に絶対にこのような犯罪を犯させないと心

に誓った。いろいろ運動をやってきて 30 年経った。戦後 70 年、たくさんいる国会議員の中

で、昨年になってやっと一人の議員が見学に行ってくれた。私たちの力は弱いとはっきり事

実を認めざるを得ない。」 

 

「しかし、2001 年、2003 年、黒竜江省と吉林省の档案館の資料の中から、歴史的な事実

をはっきりと証明する日本の憲兵資料が発見された。「抗日軍の日本にとって好ましからざ

る人間、いくら勧告しても思想を改めない者を 731 部隊に連れて行って人体実験に供して殺

害する」と書かれている。 

日本政府はこれまで「事実はいっさいない」と言ってきた。しかし、資料が出てきた。そ

の後も同様な資料が発見されてきている。 

これら憲兵隊の資料についても述べたいのだが時間がないので、また次の機会に……。」 

  

『私は中国人民解放軍の兵士だった』―山邉悠喜子の終わりなき旅― 出版まで 

 小林さんは、これぞと思う人に取材して話を聞き、その内容をまとめて本にするという仕

事を 25 年やってきています。山邉さんとの友人関係も 25 年。この本は山邉さんのお宅に 3

年通って聞き取りをした話をまとめられたものです。 

 

 小林さんはもともと大久保で日本語教師をしていました。好景気の時代でイランをはじめ

中近東からたくさんの外国人が日本に仕事を求めて来ていました。同時にシンガポール、台
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湾など東南アジアの国から日本語を学ぶために来日してきた多く

の学生に出会います。彼らと親しくなるにしたがって、日本人が

歴史を知らないという話を聞くようになりました。 

 日本の景気が少しずつ下火になってくるころ、中国からの帰国

者、残留婦人が日本語教室に来るようになりました。そして彼女

たちが中国での生活でどのように苦労をしてきたのかの話を聞く

につれ、日本人、日本政府はいったい何をしてきたのだろうかと

疑問をもつようになります。 

 

 そんな時に 731 部隊展で元憲兵の三尾豊氏に出会います。彼は

満州で中国人 4 人を 731 部隊に送った経験があり、そのことを一生を通して悔やんでいた。

三尾氏は山邉さんと一緒に活動をしていたので、小林さんも山邉さんと知り合うことになり

ます。 

 「私は中国人民解放軍にいたのよ。そこは私の大学だったのよ」という話を聞き、いつか

本にしたいと思ったのが 20 年前。それからはなんどもいっしょに中国に行きました。 

 

 その間、山西省にある日本陸軍病院の軍医（湯浅謙さん）で中国人捕虜を生体解剖したこ

とに悩み、そのことを告白し続けた人がいることを知ります。彼の話を聞き取りし、まとめ

る作業を優先せざるを得なかったため、山邉さんへの取材は後回しになりました。 

 

 山邉さんへの取材を再開し、話を聞けば聞くほど、彼女が中国に対してどうしてこんなに

も理解があるのか、その心情を突き止めたいと思うようになります。 

彼女は帰国して子育てが終わった後、数え切れないほど中国を訪ねています。その中でも

大きいのは、中国の研究者と一緒に日本の戦跡をたずね、日本軍がどこでなにをやったかを

調査して歩いたことだろう。それはなぜか？ 

「おそらく解放軍の中で聞いた“リーベンクイズ（日本鬼子）”の実証というか、それを探

す旅だったのだと思います。」 

 

山邉さんは中国人がどんな戦争被害を受けたのかということを、中国へ行き、間近に見、

関係者に直接会って話を聞くというたいへん貴重な経験をされています。その内容をまとめ

たものが、『私は中国解放人民軍の兵士だった―山邉悠喜子の終わりなき旅』です。 

 

 最後に、小林さんから問題提起がありました。 

●「戦争責任」などの問題について、中国、朝鮮、日本でどうしてこんなに差があるのだろ 

うか、同じ経験者なのにどうして大きな齟齬があるのだろうか。」 

「いま日本の子どもたちに「歴史事実」が伝わっていないと私には感じられる。」 

「日本の中で、あの戦争は一方的なものではなかった、侵略戦争ではなかったという声も

聞かれるようになりました。そういう認識はなぜどこから違ってきているのか、どうやって
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取り除いたらよいのか。」 

 

 日中戦争はどこで行われたのだろうか。 

 中国は日本に爆弾を落としたことも軍隊を送ってきたこともない。日本は沖縄戦で大きな

犠牲を払った。広島・長崎への原爆投下で大きな犠牲を受けたという「被害者としての意識」

がある。 

小林さん自身も新宿生まれだが 1945 年（昭和 20 年）5 月 19 日に爆撃を受け、食べるもの、

家がなく苦しんだ経験がある。戦争がどこにしわ寄せをもたらすのか……。 

その経験を逆にいかして、中国の被害者の人たちのことを絶対に忘れまいと思っている。 

中国で 731 部隊の犠牲になった人たちの家族は、自分の父親、叔父、甥がどこに行ったかわ

からない。どこでどのような亡くなり方をしたのかということを、今も探しています。 

 

私たちの受けた被害もまだ癒えていないが、中国の人たちが受けた被害はとても言葉では

表わせないものがある。 

教科書はこのような歴史的事実を省く方向になっている。「日本はもう何回も謝っている。

それなのになぜ中国はいつも話を蒸し返すのか。これ以上謝る必要はない」という声もあり

ます。 

ちょっと待って考えてほしい。山邉さんの話にもあったが、中国の人たちは忘れていない、

代々忘れない、日本では戦争は終わったと言い、代々の首相が靖国神社に参拝する。中国、

朝鮮、アジアの国にとっては、謝ったということの内実がない。終わったでは済ませられな

い国があるのです。 

 

「ずっと謝り続けるというのではなく、私たちがこれから幸せに戦争のない平和の国とし

て生きるにはどうしたらよいのか、そのことについて最低限の同意を得るにはどうしたらよ

いのか。今日、皆さんと一緒に、山邉さんの「終わりのない旅」を自分も引き継げるといい

なと思っています。まだまだ戦争で苦しんでいる人たちの話を聞かなければならない、それ

が私の「終わりのない旅」です。」 

 

参加者たちの声  

 山邉さん、小林さんの講演、問題提起を受け、質疑応答はかつてない活発なものとなりま

した。 

・731 部隊について森村誠一さんが書いた『悪魔の飽食』を 40 分の曲にまとめた作品を歌う 

合唱団の一員として、中国や日本各地を訪ねて歌う活動をしている。「音楽や芸術で戦争を 

停めることはできないが、人の心を変えていく、養っていくことはできる」その気持ちで 

活動している。 

・軍人の家族として子どもの頃、中国新京（長春）、朝鮮の京城（ソウル）に住んでいたが、 

731 部隊についてはまったく知らなかった。戦後、靖国問題、韓国への謝罪の運動をやって 

きた。またＡＢＣ企画のツアーに参加して中国にも行った。どこにいっても白骨、白骨で 
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 それがすべてを物語っていると感じた。日本人の国民性とはなんなのか、その根元の問題 

に関心がある。いろいろな考えがあるだろうが、自分は靖国の先から問題が始まっている 

のではないかと思っている。西東京市で戦争展をやってきたので、その資料をまとめてみ 

たいと思っている。 

・日本に来て 27 年になる。中国にいた時は国交も回復され、お互いの関係が良かった。これ 

からどんどん良くなるだろうと思って日本に来たが、今は日本人の 80 数%が中国に好感を 

持たない。中国人もかなりの人が日本に好感を持っていない。 

自分が中国にいたころ反日教育を受けたことはない。南京大虐殺については教科書で書か 

れていたが、日本軍がいつ南京に入って一般市民を大量に虐殺したのかというぐらいだっ 

た。それが南京虐殺はなかったというような声が出ることによって、どんどん数字が出る 

ようになった。記念館も造られた。昨年、中国で戦勝記念日が国定の休日になった。そん 

な必要もないのに……。 

日本は賢くないと思う。謝罪は必要ないと思う、こういうことがあったという事実だけで 

十分。あった、なかったを繰り返すとお互いにエスカレートするだけだ。自分が中国にい 

た時、家族の中で日中戦争について話そうというような形で戦争の話が出ることはなかっ 

た。日常の中で、時々、そういえば親戚にこういうことがあったというような、ごく自然 

な会話の中で話題になった。いまの情況は悲しいです。 

・戦争悪をどうやったらなくせるか、その仕組みを考える必要がある。ヨーロッパで二度と 

戦争を起こさないということでユーロ（ヨーロッパ連合）ができたように、中国、韓国、 

日本で平和をめざす組織をつくることはできないか。 

・市民運動のアピールによりドイツとフランスでは共通の教科書が作られている。日本で 

もそういうものができないか。 

・自分は「子どもと学ぶ歴史教科書を作る会」の会員です（年会費 2000 円）。昨年初めて会 

で作った教科書が文科省検定を通りました（増補『学び舎中学歴史教科書』―ともに学ぶ 

人間の歴史― 発行・学び舎 2016）。 

 

●質疑応答の中で、内田会長より以下の補足説明がありました。 

日本の敗戦は何時か  

日本の敗戦日については、一般的には天皇の放送があった 8 月 15 日となっている。ほかに

連合国に対しミズーリ艦上で降伏文書を調印した 9 月 3 日説、天皇制の存続を前提に無条件

降伏すると中立国のスイスを通じてポツダム宣言の受諾通知をした 8 月 10 日の夜という説。

この受諾通知は瞬時に世界中に伝わり、11 日にはアジアの日本占領各地で万歳の声が上がっ

ていました。山邉さんの話の中に、「中国人の雰囲気がなにかざわざわしてきて、「日本人は

もうお終いだよ」と敗戦（8 月 15 日）の前に言われた」とあったが、知らないのは日本人だ

けだったともいえる。 

 

日本の開拓団移民について 

 私たちは 2010 年 7 月に「満州移民の歴史―秩父・旧中川村開拓団の事情―」というテーマ



- 8 - 

 

の講演会で、秩父の山中で猫の額ほどの畑しかなかった農民たちが満州に行ったら広大な土

地を分配され大喜びしたという話を聞きました。 

日本政府が二束三文のお金で農地を買い、移民した農民に分配したわけですが、今日は土

地を奪われた中国人農民たちの側からの話を聞くことができました。 

 

毒ガス、細菌研究者の免責について 

小田急線沿線の明治大学生田校舎に登戸研究所記念館がある。ここでは戦争中に毒ガスの

開発をしていて、その効果を確かめるために捕虜に毒ガスをかがせて殺したことがあると証

言した人（伴繁雄さん）がいる。この人も戦後免責され、10 年間アメリカ軍に勤務した。 

 

●日中歴史共同研究、歴史の事実について 

 日中歴史共同研究委員会は「日本と中国の有識者による両国の歴史研究を行う委員会。日

中双方の有識者それぞれ 10 名が委員会に参加している。日本側の事務局は日本国際問題研究

所、中国側の事務局は中国社会科学院近代史研究所となっている。」「2005 年に提唱され、2006

年 12 月に中国の北京で第 1 回全体会合が開催された」ものです。 

 日本側代表は北岡伸一さん（元東大法学部教授）。中国側の代表は山邉さんの恩師で友人で

もある歩平さん。日本で委員会がある時には歩平さんは必ず山邉さんを訪ねています。 

 

 山邉さんは最後に日中歴史共同研究委員会や歩平さん、そして歴史の事実という問題につ

いてこう述べられました。 

 「教科書ということになると皆さんのご意見もあるし歩平さんも苦慮されている点もある」。 

「日本側の何人かの委員を選ぶ際、日本政府の意志が強いので中国側の意思がなかなか通

らない。歴史がどう動いているかについてはそれぞれの意見があると思うが、自分は「事実

は事実」で、研究者や被害者が勝手に変えてよいものではない。それをはっきりやらなかっ

たことがいままでの判断を作りあげてきたのではないか、と歩平さんは絶えず言われてきま

した。私も同感です」。 

 「北岡伸一氏や何人かの防衛問題に詳しい人は、事実よりも自分たちの主張をしている。

歩平さんは何回もいろいろな文章に自分の主張を書いたけれどもどうしても日本側と折り合

わない。いまは折り合わないままそれぞれの主張を主張として残す、ということになってい

ます」。「しかしそれは両国で検討して何とかしなくてはいけない」というのが中国側の考え

だと聞いています」。 

 

 「私は「歴史の事実は数字ではない」と思う。何人殺した、鉄砲をどれくらい撃ったとい

うのが歴史の事実になっていいわけがない」。 

「私は被害者の側に立って見ている。ハバロフスクの裁判で 3000 人が人体実験で殺された

という記録がある。私に言わせれば 3000 人？！ そんなに少ない数でいいのかなと思う。さ

きほど三尾豊さんという憲兵の話も出ました。言った人にとっては事実、でも全体の歴史の

中で見て事実かどうか……、これはクエスチョン……」。 

http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C3%E6%B9%F1
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%CD%AD%BC%B1%BC%D4
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%CE%BE%B9%F1
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B0%D1%B0%F7%B2%F1
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%CD%AD%BC%B1%BC%D4
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B0%D1%B0%F7%B2%F1
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C6%FC%CB%DC%B9%F1
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C3%E6%B9%F1
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C3%E6%B9%F1%BC%D2%B2%F1%B2%CA%B3%D8%B1%A1
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C3%E6%B9%F1%BC%D2%B2%F1%B2%CA%B3%D8%B1%A1
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C3%E6%B9%F1
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%CB%CC%B5%FE
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「発見された憲兵の文書の中にいっぱい数字があげられている、そしてどうすべきかも。 

それは日本の政策と非常に関係が強い。それを見たとき数字だけじゃないと思う。被害者の

方からみるとどうか。お父さんが殺された、それは事実。例えば、当時 3000 人が正しいとし

ても、殺されたお父さん、孫、親戚、被害者は増えていまは何十倍かになっている。それら

全部が一つの事実に対して自分の主張をする。こういう具体的な事実を少し加えてもらえな

ければ本当の事実とは言えない」。 

 

 「自分は研究者ではないが自分の視点で言いたい。被害者の視点でものを言いたい。被害

者が涙ながらに私たちに言ってくれた。言ってくれたことによって初めて歴史が動くことだ

ってあるのです。（元憲兵による）たくさんの資料が出た。私は日本政府に訴え続けています。 

でもこれ以上はないというようなことはありません。南京虐殺では 30 万という数字が言われ

ていますが、それが歴史で決定されるのでしょうか」。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●山邉さんの恩師の 1 人である歩平さんがお亡くなりになりました。 

以下、朝日新聞 8 月 15 日の訃報記事を転載させていただきます。 

 

 日中関係史を研究 

 歩 平さん（プー・ピン＝中国社会科学院近代史研究所前所長） 

14 日、前立腺ガンで死去 68 歳 

      76 年にハルピン師範大学歴史学部を卒業後、日中関係史の研究を続け、黒竜江

省社会科学院副院長などを歴任。06～10 年にかけて日中両国政府が行った有識

者による日中歴史共同研究の中国側座長を務めた。日中間の歴史認識共有の重

要性を、国内外で訴えた。著書に「日本の中国侵略と毒ガス兵器」「日本右翼問

題研究」など。（北京） 
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●編集部の依頼に応じて、名古屋から講演会に駆けつけてくれた中国人留学生劉黎さんから 

以下の感想文が寄せられました。劉黎さんありがとうございました。 

 

正义之歌永远传唱 
               刘 黎 愛知大学大学院研究生 （比較文学専攻） 

 

参加东久留米市グループ中国大好き“２０１６年度中国を理解する為の講演会”之感想 

    2016 年 7 月 24 日，东久留米市中国大好き俱乐部举行了“２０１６年度中国を理解する

為の講演会”。山边悠喜子与小林节子，这两位高唱正义战歌的反战斗士，带给我一场备受感

动与震撼的演讲。 

 

 在演讲会上，听到山边老师亲口讲述她参加东北民主联军的经历，深情回忆她与中国战友们

并肩作战的岁月，我深深地为之感动。她讲述侵华日军用细菌战毒杀和戕害中国人的铁证与事

实，让我感到无比的愤怒。这些肆意践踏正义与生命的残酷暴行，比枪炮更可怕。这些被政治

家与阴谋者企图从历史中抹去的罪证，这些烙印在两国人民心灵深处的伤痕，镌刻在每一个反

对战争、热爱和平的中国人与日本人的心中。 

 

 小林老师讲述了撰写《私は中国人民解放軍の兵士だった 山邊悠喜子の終わりなき旅》这

本书籍的意图与经过，以及山边老师广泛搜集材料举办“731 部队展览”、“遗弃毒瓦斯弹展

览”等情况。在这些介绍中，我深刻体会到了山边老师、小林老师为了再现历史真实、揭露战

争暴行的苦心。同时，在我看来，《私は中国人民解放軍の兵士だった 山邊悠喜子の終わり

なき旅》不仅仅是一本反映山边老师个人人生经历的传记，它具有更深刻的意义。这本书真实

再现了战争时代的真实历史，记载了日中两国人民深受战争伤害的痛苦与愤怒，高唱起了反对

战争、捍卫和平的正义之歌。 

 

作为一名研究历史的中国留学生，我带着追寻历史真实和感受日本人民真心的愿望来到这

里，听到了反战斗士山边老师和小林老师的正义呼声，看到了“中国大好き俱乐部”里每一位

理解并热爱中国的日本友人的真诚与热情。这些感动让我有了更努力开展历史研究的动力。战

争虽已远去，但中日两国人民付出的鲜血与生命的代价，无时无刻不在提醒着：战争给人类带

来的巨大伤害，历史的警钟依然长鸣！如何让日中两国更多热爱和平的人民了解真实的历史，

如何修正两国人民关于历史认识的差异，如何让更多的人加入反对战争与暴行的正义行列，如

何努力架起中日友好之桥，山边老师、小林老师用她们的行动作出了最真切的表率，这永远嘹

亮的正义之歌，必将被热爱和平的人们传唱与铭记。 
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正義の歌は永遠に歌い継がれる 
   

                  劉黎 愛知大学大学院研究生 （比較文学専攻） 

 

 2016 年 7 月 24 日、東久留米市の「グループ中国だい好き」は“2016 年度 中国を理解す

るための講演会”を催した。正義の歌を高く歌う反戦闘士である山邉悠喜子、小林節子のお

二人の講演に私は感動と驚きを覚えた。 

 

 講演の中で山邉先生の口から東方民主聯軍に参加した経緯を聞き、彼女と中国の戦友た 

ちが肩を並べて戦った歳月に思いをいたし、私は深く感動させられた。中国に侵略した日本

軍が細菌戦によって中国人を毒殺し、傷つけたという確かな証拠と事実についての話に、私

はこの上ない怒りを覚えました。 

 これらの正義と生命をほしいままに踏みつけるという残酷な暴行は、鉄砲よりももっと恐

ろしい。政治家と陰謀家によって歴史上から消し去られたこれら犯罪の証拠は、両国人民の

胸の奥に深い傷跡として烙印され、戦争に反対し平和を熱愛する中国人、日本人の心の中に

刻まれています。 

 

 小林先生は『私は中国人民解放軍の兵士だった――山邊悠喜子の終わりなき旅』を執筆す

るにあたっての意図と経過、そして山邉さんが広く材料を集め、「731 部隊展」や「遺棄毒

ガス弾展覧会」を開催した情況について語った。 

この紹介によって、私は山邉、小林両先生が歴史の真実を明らかにし、戦争の暴虐を暴く

ための苦労を感じとることができました。同時に私の見るところ、この著書は山邉先生個人

の人生の経歴を綴った一冊の伝記というに留まらず、もっと深い意義をもっていると思われ

ます。 

この著書は日中戦争当時の真実の歴史を再現しただけでなく、両国人民が戦争により深く

傷つけられた痛みと怒りについて記し、高らかに戦争反対と平和を守る正義の歌を歌ってい

ることについて記述しています。 

 

歴史を研究する一人の中国人留学生として、歴史の真実と日本人民の真の願望を感じとる

べく、私はここに来ました。反戦闘士の山邉先生、小林先生の正義の声を聞くことができ、

中国を理解し愛する中国だい好きの皆さんの情熱を見ました。この感動は私によりいっそう

歴史研究を推し進めさせる力となるものです。 

 戦争はすでに遠いものとなりました。しかし、中日両国人民が支払った鮮血と生命の代価

は絶えることなく呼びかけています。戦争が人類に与えた膨大な損害について、歴史の警鐘

は依然として長く鳴り続けています。 

いかにして日中両国の平和を愛する人民が真実の歴史を理解できるか、いかにして両国人
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民の歴史認識の差を埋めることができるのか、いかにしてより多くの人を戦争と暴虐に反対

する正義の隊列に加えることができるか、いかにして中日友好の橋をかけるように努力すべ

きなのか。山邉、小林両先生は自分たちの行動を通して確固とした模範を示しました。この

永遠に高らかに鳴り渡る正義の歌は、必ずや平和を愛する人々によって歌い継がれ、記憶さ

れるでしょう。 

 

西安・延安 6泊 7日の旅 
 

                                  中田 良一 

 

【旅行日程】2016/9/1～9/7 〈参加者〉11 名(会員外 2 名含む) 

全行程天候に恵まれ、心も体も元気よく旅行することができました。また、全行程ゆとり

のある計画となりました。 

 

西安の宿泊先は「西安阿房宮維景国際酒店(グランドメ 

トロパークホテル)」です。西安では最高クラスのホテル 

で、大きな荷物はホテルに預けっぱなしできるよう配慮 

しました。 

  

秦始皇帝陵博物院(兵馬俑) 

今回観光の目玉である兵馬俑は、１号抗も、まだまだ発 

掘途上とのこと。色彩が残る兵士像は鎧の下の部分に赤い 

色彩が見られます。通常出土して空気に触れた途端色彩が 

消失してしまうとのこと、偶然残っていた兵士像、靴の裏 

側まで詳細に造られていることが解ります。 

兵馬俑２号抗には縮小して造られた馬車、兵士像以外にも沢山の出土品があります。 

 

 帰途、秦の始皇帝と楊貴妃の愛の殿堂、華淸池に立ち寄りました。今でも温泉地として沢

山の人が訪れていました 

 

 

 

 

 

 

 

 

西安阿房宮維景国際酒店(グランド 

メトロパークホテル)」正面 

 

   

兵馬俑１号抗 色彩が残る兵士像 兵馬俑２号抗 
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興慶公園 

興慶公園入口では、水筆で達筆な字を書いている老人がいました。 

公園は興慶湖、玄宗皇帝と楊貴妃が遊んだ沈香亭、花萼相輝楼がありますが、日本人が必

ず訪れるのは、「阿倍仲麻呂記念碑」です。両脇には八重桜の樹が植えられていました。 

私たちは阿倍仲麻呂にまつわる話に集中し、ここだけで、興慶公園見学は終わってしまい

ました。公園内では、沢山の人が踊りや太極拳で健康管理に努める姿が見られたのが印象的

でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

青龍寺 

遣唐使として派遣された空海が修行を積んだ寺です。境内には日本から贈られた八重桜の

樹 100 本が植えられています。春は桜の名所として有名です。 

 

  

 

 

 

 

 

 

     

 

 

美味しかった西安料理 

旅行中、ホテルの朝食はバイキング方式で、好きなものを自由に選べ、果物が多いので、

ヨーグルトと共に食しました。西安や延安料理もおしなべて、あっさりした味付けで、毎回

 

 

水筆の達人 興慶公園入口の風景 阿倍仲麻呂記念碑 

 

青龍寺正面入口 

 

恵果から真言密教の教えを受ける空海

像 
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十分堪能しました。特に徳発長の 16 種類の餃子、酸味のきいた料理は絶品でした。 

最終日の「天龍宝素食館」の中華料理の精進料理は見事な出来栄えで、味も姿も十分堪能

できました。ソーセージや煮魚等は現物そのものに思えましたが、豆腐等で造られていまし

た。経営者は日本の僧侶とのこと、納得です。お土産の月餅も徳発長で調達しました。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

淸真大寺と風情街 

回族等少数民族の店が並ぶ「風情街」多くの観光客が集う場所です。私たちは、一杯 18～

20 元の麺類を頼み、1 本 10 元の羊肉串焼きも食べてみました。ボリュームがあり、味付けは

胡椒のきいた味付けで、観光客には好評のようでした。 

淸真大寺は西安で最大のイスラム寺院で東洋風の外装ですが内側はモスクもあり、結婚式

など盛大に行われています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

黄河壺口瀑布 

黄河の大河の流れが壺の口のようなすぼめ 

られた場所で、激しい流れを造っています。 

立ち上る瀑布の水が七色の虹を造り出してい 

ました。 

  

西安料理を並べたテーブル 徳発長の餃子の数々 

 

 

左 風情街  上 淸真大寺 

 

黄河壺口瀑布 
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延安 

 中国革命の聖都延安には、主要な指導者毛沢東、朱徳、周恩来等のヤオトン(洞窟)での暮

らしぶりがうかがえました。延安革命記念館前に立つ毛沢東の大きく威圧的な像とは対照的

に、中国人民と共に闘い、暮らした、清貧にして気高い志を持った若き革命家の姿を見るこ

とができました。 

清涼山(万仏寺)では岩山を削って造られた壁画で、革命運動の印刷機械を置き活躍した場

所でもあります。 

楊家嶺では記念すべき 1945 年中国共産党第 7 回代表大会会場が保存されていました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(西安市内見学最終日)城壁めぐり、碑林博物館、骨董市めぐり、大雁塔 

 高さ 12ｍ、周囲 14kｍの城壁の上を専用車で半周し、広大さに驚きました。 

碑林博物館は「書」に興味のある方には満喫できる場所です。歴代の重要な書、有名な書

家の書いたものを石版にして展示してありました。現地ガイドの張麗娟さんは西北大学の卒 

 

 

清涼山(万仏寺) の壁

画 

1945年中国共産党第７回代表大会開催会場 

  

大雁塔を背に全員撮影 
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業生だけあって、中国の歴史に詳しく、日本に関わる石碑の内容を丁寧に説明してくれまし

た。隣接する骨董市場は時間がなくなり、素通りになってしまいました。 

 

 大雁塔は三蔵法師が天竺から持ち帰った膨大な法典等翻訳した場所ですが、建物が傾いて

しまい、修理の最中でした。それでも何人かは頂上まで登り、西安の碁盤の目のような景観

を眺めてきました。最後に精進料理の店でじっくり夕食を堪能しました。 

 

 旅行全体は、航空機を利用する人が沢山いたため北京での乗換に苦労しましたが、そのほ

かは、快適な旅行ができました。来年も是非沢山の人が参加されることを願っています。 

          

 

 

  

●お知らせ （東京国立博物館・ギャラリートークより） 

 

 スペシャルツアー 中国美術をめぐる旅 

―添乗員はトーハク研究員― 「中国空想動物園」 

トーハク研究員が特集「上海博物館との競演」を中心に、中国美術を堪能する 60 分のツアーに 

 ご招待！ どなたでもご自由に参加できます。歩きやすい靴でご参加ください。 

日程        2016 年 10 月 4 日（火） 

時間        14:00～15:00 

会場        東洋館 

コース       中国空想動物園 

 ガイド       勝木言一郎さん（東洋美術史 東西文化交流史） 

参加方法      当日自由参加 

集合場所・時間   東洋館 1 階エントランスホール 14:00 

 

 

 

 

 

 


