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中 文 摘 要 ： 本研究以民間文學作家莊松林（朱鋒）為例，論述1930年代台灣普
羅世界語運動於文化層面的實踐及其意義。1930年代以降，台灣的
政治運動及社會運動遭到前所未有的挫敗，許多知識份子轉而從事
文學或文化運動，民間文學的採集運動即是此「轉向」的其中一個
象徵。無論是以「台灣世界語學會（Taiwan Esperanto
Association）」為首所推動的普羅世界語運動，或者是新興宗教大
本教的世界語普及運動，都於此轉向的時期，以文化運動的姿態繼
續推廣世界語。左翼青年莊松林在此轉向的社會氛圍中，以普羅世
界語者之姿，一邊強調著「世界語為解放普羅大眾的武器，是人類
和平的一道光」，也乘著大本教的世界語普及會所開展的「全島綠
化運動」的浪潮，參與台南世界語會（Tainan Esperanto
Society）的講座，並以世界語發表台灣童話「La Malsaa Tigro」
（戇虎），試圖將台灣民間故事介紹給國際。1935年12月第二次大
本事件發生，日本政府強烈鎮壓大本教徒，本部建築物全遭燒毀
，無論是宣教活動或世界語的普及運動，全部被迫停止，至戰後才
重新展開。也因有此背景，莊松林於1935年之後即全心投入民間文
學運動，此1934年發表的世界語台灣童話，即是莊松林的首篇民間
文學作品，可謂是其作為一名普羅世界語者於文化面向的實踐。而
他在1931年至1935年的世界語運動之參與，也可視為一位地方性的
左翼青年，其於最黑暗的時代，以一名普羅世界語者之姿，透過具
國際性的、具批判性的世界語運動，且是國內與海外都極具影響力
的世界語運動，將台灣島內「本土」的現狀與文化等，向日本內地
與世界發聲的一個新的文化運動之持續模索的嚐試與努力。而這樣
的模索與實踐，則可視為同為具反體制性格與越境性格的左翼之馬
克思主義與追求人類和的宗教思想兩方的黏合之表徵。

中文關鍵詞： 世界語、普羅世界語運動、《Informo de F.E.S》（台灣世界語學
會通訊）、《La Verda Insulo》（綠島）、大本教、民間文學、莊
松林（朱鋒）

英 文 摘 要 ： This investigation takes Chuang Song-lin, a folklore
writer, as an example to discuss the cultural practice and
importance of Taiwan proletariat Esperanto movement in the
1930s. In the 1930s, Taiwan’s political movements and
social movements were confronted with an unprecedented
frustration. Many intellectuals turned to literary or
cultural movements, and the collection of folk literature
was one of the symbols of this “ changing
direction”(Tenk) ”. Chuang Song-lin devoted himself to
the folk literature movement after 1935. The Taiwanese
fairy tale written in Esperanto "La Malsaa Tigro" published
in 1934 is the first folk literary work of Chuang Song-lin,
and it is also regarded as a culture-oriented practice.
With his participation in the Esperanto movement from 1931
to 1935, he was considered a local left-wing youth in the
darkest era, a proletariat Esperanto movement pioneer,
speaking to Japan as well as the world about Taiwan’s
status quo and culture through the international, critical



and influential Esperanto movement.

英文關鍵詞： Esperanto, Proletariat Esperanto Movement, “Informo de
F.E.S”, “La Verda Insulo”, Oomoto, folk literature,
Chuang Song-lin
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中英文摘要及關鍵詞 

 

摘要： 

  本研究以民間文學作家莊松林（朱鋒）為例，論述 1930 年代台灣普羅世界

語運動於文化層面的實踐及其意義。1930 年代以降，台灣的政治運動及社會運

動遭到前所未有的挫敗，許多知識份子轉而從事文學或文化運動，民間文學的採

集運動即是此「轉向」的其中一個象徵。無論是以「台灣世界語學會（Taiwan 

Esperanto Association）」為首所推動的普羅世界語運動，或者是新興宗教大本教

的世界語普及運動，都於此轉向的時期，以文化運動的姿態繼續推廣世界語。左

翼青年莊松林在此轉向的社會氛圍中，以普羅世界語者之姿，一邊強調著「世界

語為解放普羅大眾的武器，是人類和平的一道光」，也乘著大本教的世界語普及

會所開展的「全島綠化運動」的浪潮，參與台南世界語會（Tainan Esperanto Society）

的講座，並以世界語發表台灣童話「La Malsaĝa Tigro」（戇虎），試圖將台灣民

間故事介紹給國際。1935 年 12 月第二次大本事件發生，日本政府強烈鎮壓大本

教徒，本部建築物全遭燒毀，無論是宣教活動或世界語的普及運動，全部被迫停

止，至戰後才重新展開。也因有此背景，莊松林於 1935 年之後即全心投入民間

文學運動，此 1934 年發表的世界語台灣童話，即是莊松林的首篇民間文學作品，

可謂是其作為一名普羅世界語者於文化面向的實踐。而他在 1931 年至 1935 年的

世界語運動之參與，也可視為一位地方性的左翼青年，其於最黑暗的時代，以一

名普羅世界語者之姿，透過具國際性的、具批判性的世界語運動，且是國內與海

外都極具影響力的世界語運動，將台灣島內「本土」的現狀與文化等，向日本內

地與世界發聲的一個新的文化運動之持續模索的嚐試與努力。而這樣的模索與實

踐，則可視為同為具反體制性格與越境性格的左翼之馬克思主義與追求人類和的

宗教思想兩方的黏合之表徵。 

 

關鍵詞：  

世界語、普羅世界語運動、《Informo de F.E.S》（台灣世界語學會通訊）、《La Verda 

Insulo》（綠島）、大本教、民間文學、莊松林（朱鋒）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II 

 

Abstract:  

This investigation takes Chuang Song-lin (朱峰), a folklore writer, as an example to 

discuss the cultural practice and importance of Taiwan proletariat Esperanto 

movement in the 1930s. In the 1930s, Taiwan’s political movements and social 

movements were confronted with an unprecedented frustration. Many intellectuals 

turned to literary or cultural movements, and the collection of folk literature was one 

of the symbols of this “ changing direction”(Tenkō, 轉向) ”. Chuang Song-lin 

devoted himself to the folk literature movement after 1935. The Taiwanese fairy tale 

written in Esperanto "La Malsaĝa Tigro"(戇虎) published in 1934 is the first folk 

literary work of Chuang Song-lin, and it is also regarded as a culture-oriented practice. 

With his participation in the Esperanto movement from 1931 to 1935, he was 

considered a local left-wing youth in the darkest era, a proletariat Esperanto 

movement pioneer, speaking to Japan as well as the world about Taiwan’s status quo 

and culture through the international, critical and influential Esperanto movement. 

 

 

Keywords:  

Esperanto, Proletariat Esperanto Movement, “Informo de F.E.S”, “La Verda Insulo”, 

Oomoto, folk literature, Chuang Song-lin 
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一、前言： 

  台灣世界語運動的序幕，於 1913 年正式開啟。雖然初時吸引諸多知識份子

的目光，但由於島內的武力抗爭不斷，再加上總督府視世界語為俄國虛無黨的語

言而加以警戒，1915 年的噍吧哖事件後便沉寂一時。到了 1919 年，由蘇璧輝及

連溫卿等人組成「台灣世界語學會」並發行機關雜誌《La Verda Ombro》（綠蔭），

才將台灣的世界語運動重新推向高峰。1920 年代初期的台灣世界語運動在走向

興盛期的同時，也因成員們對於總督府的殖民政策、世界語所連帶的思想內涵等

的差異，而導向分裂。這個時期的發展與分裂，筆者已於博論《日本統治下にお

ける台湾エスペラント運動研究》中有詳細的梳理。 

  本研究即是針對 1930 年代以降的運動之延伸。1930 年代以降，許多知識份

子由於政治運動遭到挫敗而轉向文化耕耘；部份世界語者也受到日本「普羅世界

語運動」走向的影響，直接在 1931 年的「台灣世界語大會」組成「普羅世界語

分科會」，正式揭起台灣普羅世界語運動的旗幟。另一方面，新興宗教「大本教」

亦成為世界語運動的最大推動者。普羅世界語運動與大本教的世界語普及運動，

成為 1930 年代的世界語運動之兩個關鍵力量。 

  筆者在研究台灣世界語運動的過程中，於日本出土諸多在台灣發行的世界語

刊物，並考究刊於《Informo de F.E.S》（台灣世界語學會通訊）及《La Verda Insulo》

（綠島）其中幾篇以世界語寫就的論述文章與民間文學作品，乃出自左翼作家莊

松林（朱鋒）之手。《Informo de F.E.S》即是普羅世界語運動在台灣的影響表徵，

而《La Verda Insulo》雖是在大本教的佈教下產生的世界語刊物，卻也看見莊松

林在普羅世界語運動氛圍中的文化實踐。本研究即以莊松林的世界語書寫為例，

觀察夾帶馬克思主義思想的普羅世界語運動，與高舉人類愛善大旗的大本教所推

動的世界語運動在台灣的發展，兩者如何融合於莊松林之書寫，以及莊松林的世

界語書寫實踐所呈現於文化運動上的意義。而這個研究的一個重要性在於，可開

啟目前國內對於 1930 年代的國際左翼世界語運動與跨域性的宗教思想連結所從

事出的文化實踐之研究視野。 

  1930 年代知識份子或作家們轉向文化面向的實踐作為戰線，在性格上與

1920年代的社會運動或政治運動有相似之處，即除了在島內持續從事推廣運動，

更也與日本內地或中國乃至西方的世界動向加以連結。而在探討這方面的連動關

係時，尤其 1930 年前後於日本的文藝運動，特別是「普羅文藝運動」的形成與

開展背景不容忽視。而事實上，日本的普羅文藝運動形成的過程中，即有相當明

顯的世界語運動的足跡。例如 1928 年成立的「全日本無產者藝術連盟」，其別稱

「NAPF」，正是以世界語書寫的組織名「Nippona Artista Proleta Federatio」之簡

稱；在同年 12 月又改稱為「全日本無産者芸術団体協議会」後，也仍簡稱為「ナ

ップ」（「NAPF）1。「ナップ」發行機關雜誌《戰旗》，以文學、演劇、美術、映

                                                 
1
 蔵原惟人，〈プロレタリア文学運動〉，《日本プロレタリア文学案内（1）》，京都：三一書房，

1955.06，頁 20-28。 
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画等各種方式來推廣「普羅文化運動」2，內部卻也產生「大眾化論爭」、「形式

主義論爭」、「藝術價値論爭」等議論，或者對運動的相異思考，於是藏原惟人再

次呼籲重整藝術運動，促成了 1931 年 11 月に日本プロレタリア文化連盟「コッ

プ」（日本普羅文化連盟／Federacio de Proletaj Kultur Organizoj Japanaj、KOPF）

的成立3。同年的 12 月，中央協議會也發行了機關雜誌《プロレタリア文化》（普

羅文化），且於 1933 年 4 月又發行了雜誌《コップ》（KOPF）。 

  筆者在博論與本研究的計劃書皆已較詳細地整理 1920 年代初期，許多日本

的左翼刊物附上世界語名之例，於此不再贅述。而根據《台灣總督府警察沿革誌》

的記錄，台灣的普羅文化運動乃是起於「居住於東京的台灣人」與「ナップ」

（「NAPF）的成員取得連結而加以展開的。同為 1928 年成立的台灣共產黨，其

黨中央與日本共產黨加以連結，漸漸地擴張勢力。雖也受到政府的監控與壓制，

而後也集資出版的文藝雜誌《伍人報》；《伍人報》成為本島的普羅文藝運動之先

驅4。而「居住於東京的台灣人」就筆者在博論中的考證，即於 1931 年的《プロ

レタリア科学》發表〈台湾における民族革命〉的蘇慕紅，也就是在回憶錄中提

及與連溫卿的認識是因為世界語的「蘇新」之筆名。另外，筆者也考據了曾在

1926 年的日本左翼誌《大衆》發表〈日本帝国主義下の植民地台湾〉與〈台湾

に於ける政治運動〉的陳規懷，其實就是世界語者連溫卿的另一筆名5。總之，

從這個連繫過程的面向，亦可看出 1930 年代前後台灣的左翼文化運動與和日本

之間的緊密連結，而它與具國際性的世界語運動亦有著間接關係。而本研究正是

以這個「普羅世界語運動」的切點，來針對莊松林的世界語參與與實踐來進行考

察。 

  除了國際左翼世界語運動的連結，本研究的另一個考察焦點，即大本教於台

灣的佈教情形與其在 1930 年代所推動的世界語普及運動之影響。而關於大本教

於台灣的佈教活動等相關研究，在台灣學界應該也是還未開拓的領域。 

  創立於 1898 年的大本教，於 1925 年創刊了《人類愛善新聞》，發行數量在

最顛峰期曾高達百萬部。刊載於創刊號其中的「人類愛善會則」裡，可見「本会

は国際補助語として、『エスペラント』を採用す6」之字樣，即宣示該會採用世

界語作為國際補助語言。此後，大本教更在極短的時間內，成為日本國內最大的

世界語宣傳團體7。而《人類愛善新聞》裡也可見世界語及羅馬字的專欄，世界

                                                 
2
 ｢ナップ」採取與各領域都連結的方針，與日本プロレタリア作家同盟（ナルプ，1929.02）、

日本プロレタリア劇場同盟（プロット，1929.02，為後來的「演劇同盟」前身）、日本プロレ

タリア映画同盟（プロキノ，1929.02）、日本プロレタリア美術家同盟（ヤップ，1929.01，由

ナップ改組而來）、日本プロレタリア音楽家同盟（PM，1929.04）、日本プロレタリア写真同

盟（プロフォト）等諸多普羅文藝組織成為聯盟關係，而這些組織的略稱，全都是來自取其世

界語名的頭文字所成。 
3
 蔵原惟人，〈プロレタリア文学運動〉，頁 28-32。 

4
 台灣總督府警務局編，《台灣總督府警察沿革誌（三）》，頁 291-292。 

5
 關於蘇慕紅（蘇新）與陳規懷（連溫卿）的相關考據，請參考筆者博論《日本統治下における

台湾エスペラント運動研究》，東京：一橋大學言語社會科博論，2016.03，頁 113。 
6
 《人類愛善新聞》創刊号，1925.10.01，頁 1。 

7
 發行《人類愛善新聞》的「人類愛善會」，實質上是個宗教團體，以推行大本教運動為目的，



3 

 

語相關的文章裡，有不少是出自曾代表大本教的「エスペラント普及會」來台參

加「台灣世界語大會」，並從事世界語宣傳的井上照月8。 

  目前台灣幾乎未有任何大本教的相關研究，不過，根據極少的資料顯示，大

本教很早就到台灣佈教。筆者在今年 2 月前往位於日本京都龜岡的大本教宣教中

心蒐集史料，已明確考察了大本教在台灣宣教的起點。簡言之，大本教先透過

1918 年於《新台灣》雜誌來宣傳，而截至 1919 年 11 月，從台灣前往大本教本

部（京都綾部）訪問者就高達一百數十多人；同年在台南即成立了大本的「修齋

会台南支部」9。剛開始的宣教對象雖多是「在台日本人」，但 1920 年以後，大

本教即展開台灣全島的宣教活動。不過因佈教行為有違國家神道，在日本本土或

台灣總督府方面都對大本教有所警戒，總督府在 1920 年 7 月就禁止了大本教在

島內佈教與販賣書籍10。而即便佈教運動受到打壓，但身為教主的出口王仁三郎

仍將此「愛善運動」帶到朝鮮、満州或蒙古等地，1929 年也曾來到台灣舉辦公

開演講11。或許是受到當時宣傳活動的影響，尤其是教主訪台的關係，台灣設立

了「大本エスペラント研究会」。據一位於 2010 年前後訪台的女性教徒所言，日

本時代的台灣在全島的集會所就有 200 處以上12。 

  本研究詳細考察了莊松林的世界語運動之參與軌跡，並於京都龜岡的大本教

宣教中心，找到由大本教發行的世界語刊物《Verda Mondo》（綠世界，1925-1935）

當中，莊松林在 1934 年至 1935 年所參與的世界語運動之相關記述及照片；這是

筆者在留日期間撰寫博論時所找到的《Verda Mondo》當中，所欠缺的極關鍵的

部份。 

  尤其莊松林在 1934 年以世界語寫就的〈Formosa fabelo－La Malsaĝa Tigro

（台灣童話－戇虎）〉一文，即發表於受大本教所屬的「エスペラント普及会」

之「全島綠化運動」所影響下而在台南創刊的《Verda Insulo》（綠島，1933-1934，

王雨卿主編）。即便目前筆者所掌握的莊松林相關資料都未顯示其信仰大本教，

但當時受大本教的普及運動影響而成為世界語者的，也未必都是大本教信徒；且

雖然世界語運動在 1930 年代的普羅文藝運動的氛圍當中前進，但大本教的世界

語運動與論述是較附和國策而反對左翼運動的，並且其影響力不容忽視。因此，

                                                                                                                                            
形式上是擔負社會福祉活動的大本教之外環團體。對馬路人，〈『人類愛善新聞』解説〉，頁 5-7、

26-27。 
8
 例如：井上照月，〈外国に対して日本国民の自覚（上、下）〉（1929.06.02、06.13）、〈些々た

る感情から正しき理性へ〉（1929.08.13、08.23）、〈剎那主義〉（1929.10.23）、〈質を忘れた自由

平等論〉（1930.03.13）……等諸多思想性的文章，或者如〈Bonulo kaj Malbonulo（善人と悪人）〉

（1930.06.03）、〈エスペラント独習講座〉（1930.06.23、08.23）、〈Justeco ĉiam venkas（正義は

常に勝つ）〉……等不少世界語相關文章。 
9
 「台湾と大本」、『大本時報』、1919.11.16、7 頁。1919 年 11 月の時点で台湾に設立された修

齋支部が台南だけである。「大日本修齋会支部会合所一覧表」、『大本時報号外』、1919.11.23、

2 頁。12 月以降、台北、台中、嘉義、台南、打狗（高雄）、阿猴（屏東）などで講演会を行

い、本格的に布教し始めた。「台湾入り」、『大本時報』、1919.12.21、7-8 頁。 
10

 鹿野政直，《大正デモクラシーの底流 "土俗"的精神への回帰》，頁 76-78。 
11

 《人類愛善新聞》，1929.01.03，頁 3。 
12

 此女性教徒訪台期間拜訪世界語者、高雄科大退休教授卓照明先生。這個資訊乃由卓教授親

自轉達筆者。 
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莊松林的世界語運動，其所從事的文化實踐之策略，或可說巧妙地揉雜了至少兩

種截然不同的外部思想內涵。 

  本研究試圖以世界語運動的視角，特別是以左翼的民間文學作家莊松林的世

界語參與之例，來嚐試理解日本時代日台兩地左翼文化運動如何連結，以及運動

在台灣造成的影響層面；另外也因莊的世界語運動參與來自大本教這樣的新興宗

教的間接影響，我們在觀察 1930 年代的文化場域以及這些外部思潮與宗教運動

所帶給台灣的文化運動之影響，得以有更不同的思考角度。 

 

二、研究目的： 

如前所述，在筆者研究台灣的世界語運動發展史之前，台灣學界對此運動

幾乎未有較深入的認識，而左翼作家莊松林曾以世界語寫作之事，更是鮮少人知。

筆者在挖掘世界語史料時，發現一篇以世界語翻譯的台灣童話〈La Malsaĝa Tigro〉

（戇虎），刊於《Verda Insulo》（綠島，1934.07，王雨卿主編）」，作者署名為

「So-Ŝjo-Lin」。經筆者考察後確認出於作家莊松林之手。 

正因《Verda Insulo》（綠島）的創刊，源於當時極其盛行的新興宗教「大本

教」，且大本教的「エスペラント普及會」派遣會員廣瀨武夫與井上照月等人來

台參加第一屆台灣世界語大會後，於台灣進行了為期半年的「全島綠化運動」，

《Verda Insulo》即是相關講習會後受到影響所成立的團體之機關雜誌。所以雜誌

中亦可見廣瀨武夫與井上照月的文章。13且隨著大本教逐漸擴大的勢力而遭受日

本當局鎮壓，無論是廣瀨或井上的言論，或者一般大本教的言論，多是較傾向附

和國策、反對左翼運動的。例如，「エスペラント普及會」主導者井上照月，雖

也在《Verda Insulo》雜誌刊出祝賀文章，但井上照月在參加台灣的世界語大會後，

對會中的普羅世界語運動之主張有極大的批判，稱之為「赤化宣傳」。然而，這

個於台南發行的《Verda Insulo》雜誌中，除了刊登左翼作家莊松林的民間文學作

品〈La Malsaĝa Tigro〉（戇虎），甚至刊登了古井仙一從世界語譯為日語的「Historio 

de Esp-Movado en Sovetio（ソビエトのエスペラント運動史）」，足見其中所刻意

偷渡的左翼色彩。 

換句話說，從《Verda Insulo》（綠島）的內容或可稍加窺見，即便是受大本

教的世界語普及會所影響而發行的刊物，卻也與普羅世界語運動及帶有左翼色彩

的台灣民間文學運動有所連結；而這也可視為是台灣的知識份子，例如莊松林這

樣的社會運動者作家，在此「轉向」的時代之文化運動浪潮中，試圖找到的一種

實踐位置。 

  關於左翼作家莊松林（1910-1974）的出身、筆名，以及其於 1920 年代參與

台灣文化協會、台南赤嵌勞働青年會及連溫卿主導的台灣工友總聯盟，或者 1929

年亦加入台灣民眾黨等事跡，以及他在1930年代以降則投入台灣民間文學運動，

                                                 
13

 關於《Verda Insulo》（綠島）的創刊緣起、王雨卿相關考察、大本教的井上照月等人以及他們

對於左翼世界語運動的批判等，請參考筆者博論《日本統治下における台湾エスペラント運動》

（2016.03，東京：一橋大學言語社會科博論），第三章與第四章當中的相關討論。 
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發表不少民間文學作品與民俗研究的考察文章等過程，在筆者的博論與今年 6

月於「日本台灣學會」發表的論文〈文化の面における 1930 年代台湾プロレタ

リア・エスペラント運動：民間文学者・荘松林を例として〉中，已有較詳細的

整理，稍後在本報告的「結果與討論」當中，亦會以實際文例簡要說明，於此不

再贅述。於此需要再強調的是，談論 1930 年代的台灣世界語運動時，不能忽視

當時台灣的社會與政治狀況。 

  例如 1920 年代後半，台灣文化協會的啟蒙運動從都市逐漸拓展到農村，而

社會主義的思想也漸次被擴散。或者總督府的土地政策也無視農民的生活與權益，

所給予部份資本家、地主、退職官吏等特權的緣故，之於民族層次與階級層次的

反感與反抗更加劇烈，也使得農民問題更加浮上檯面14。再或者是 1928 年 1 月，

串連全島的農民團體「台灣農民組合」成立15，將台灣的社會運動推向高峰。 

  而政治運動方面，隨著文協的分裂、「台灣民眾黨」或者「台灣工友總聯盟」

以及「台灣共產黨」相繼成立，當局的打壓日趨嚴重，政治性的抵抗運動受挫，

言論自由也幾乎全然受限16，即如葉榮鐘所言「八面碰壁」17的狀態，於是知識

份子們試圖將運動轉向以文化重建的方式進行。即如吳叡人所言，「1931 年是台

灣民族運動從政治戰線全面撤退的關鍵時刻」、「從政治戰場撤退下來的民族運動

者，將他們反抗殖民的能量與創意，轉移到幾乎被遺忘了的文化戰線之上18」。

換句話說，1930 年代以降，台灣的知識份子試圖將新的文化運動作為實踐目標，

藉以從政治的壓抑解放出來。 

  關於知識份子們從政治轉向到文化戰線的實踐，以往的論述多聚焦於 1931

年至 1933 年之間的「鄉土文學」與「台灣話文」論爭，或者是 1935 年的《台灣

民間文學集》之出版等相關的「民間文學採集運動」19。而一度沉寂的台灣世界

語運動，會選擇在這個時期重新出發，其實就是源自此期島內的政治情勢與社會

狀況的轉變。 

  因此，本研究的目的，即是要從「1930 年代台灣普羅世界語運動於文化的

面向」這個角度切入，並繼續深論重新出發的台灣世界語運動在此期受到日本內

地「普羅世界語運動」，以及大本教的世界語普及運動的影響之下，知識份子如

莊松林所採取的文化實踐之策略，以及其意義。 

  簡言之，像莊松林這樣的左翼作家與社會運動者，他除了在本島台灣知識份

子的連結網絡中參與書寫，更利用日本內地當時勢力最大的新興宗教、也是日本

內地第一大的世界語運動的推手大本教所成立的「エスペラント普及会」會員來

台之契機與影響，而在《Verda Insulo》（綠島）雜誌以世界語譯介台灣童話，不

                                                 
14

 台灣總督府警務局編，《台湾総督府警察沿革誌（三）》，台北：南天書局，1995.06（初版：1939.07），

頁 1026。 
15

 台灣總督府警務局編，《台湾総督府警察沿革誌（三）》，頁 1045-1046。 
16

 許世楷，《日本統治下の台湾》，東京：東京大学出版会，1972.05，頁 369。 
17

 奇（葉榮鐘），〈發刊詞〉，《南音》第 1 號，1932.01，頁 1。 
18

 吳叡人，〈福爾摩沙意識型態－試論日本殖民統治下台灣民族運動「民族文化」論述的形成

(1919-1937)〉，《新史學》17(2)，2006.02，頁 175。 
19

 關於「台灣話文」與「鄉土文學」論爭，可參考陳淑容《一九三〇年代鄉土文學／台灣話文

論爭及其餘波》（台南：台南市立圖書館，2004）；關於民間文學運動，可參考王美惠《1930

年代台灣新文學作家的民間文學理念與實踐》（台南：成功大學歷史系博論，2008.01）。 
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僅自有其在文化運動方面從事左翼思想的軟性實踐之立場，更是運用世界語運動

在國際間的緊密連結，其所採取的策略，不僅將台灣的文化脈絡推至日本內地，

亦含著更寬闊的國際視野。那麼，我們就能從更廣大而多面向的觀點，來考察莊

松林的民間文學活動；包括其與 1930 年代的普羅世界語運動的連結所夾帶的左

翼文化思想，以及藉由宗教力量推動下，他藉此宣傳台灣在地文化與文學的目標

與所撐出的國際與在地之格局，當然，也包括他的實踐因為殖民地台灣各種內部

或外在因素而顯出的侷限。 

 

三、文獻探討： 

  本研究的參考文獻相當眾多，包含背景式的資料已在研究計劃書中以： 

（一）莊松林相關文獻 

（二）台灣世界語相關雜誌及刊物 

（三）左翼世界語運動相關文獻（含與本計劃較直接相關的其他「左翼運動」及

「世界語運動」） 

（四）大本教相關參考文獻 

（五）與本計劃關之台灣文史相關書目 

等五個部份，詳加整理羅列並簡要說明。於此，為不佔篇幅，這裡僅就今年 2

月於京都的「移地研究」與 6 月參加「日本台灣學會」所新增於東京的「移地研

究」時蒐集的部份較直接相關的文獻稍作簡介。 

 

①雜誌：《大本時報》、《瑞祥新聞》、《人類愛善新聞》、《昭和青年》、《昭和》、《Verda 

Mondo》（綠世界） 

  《大本時報》（1919-?）《瑞祥新聞》（1925-?）皆為大本教逐漸擴張勢力後所

刊行的報紙，從 1919 年之後的《大本時報》即可陸續看到台灣宣教的相關新聞，

而《瑞祥新聞》當中也可見大本教教主於日本各殖民地宣教的足跡、見聞以及相

關講話內容。   

  《人類愛善新聞》創刊於 1925 年，為大本教的重要外圍團體「人類愛善會」

之機關雜誌，雜誌中宣言為實踐人類愛善運動，而採用通行國際的世界語，每期

也都可見世界語相關教學或論述文章；世界語專欄的主筆即曾來台參加「台灣世

界語大會」，亦於《Verda Insulo》（綠島）發表賀詞的井上照月。1935 年第二次

大本事件發生，無論是宣教中心內部建築或教祖及教徒們皆遭官方大舉鎮壓與起

訴，宣教活動全面停止，該刊亦於 1936 年停刊。但於 1934 年突破百萬份發行量，

可見其勢力之大與影響之層面。 

  《昭和青年》為 1930 年創立的「昭和青年會」之機關刊物，於 1932 年更名

為《昭和》，該雜誌內容相當充實，曾來台參加「台灣世界語大會」，亦於《Verda 

Insulo》（綠島）發表賀詞的井上照月亦發表諸多大本教與世界語關連的思想性的

文章，以及作為昭和時期青年，應共同承擔國家命運之使命性文章。即便《昭和》
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的發行量也因信徒數量而大增，仍因 1935 年的第二次大本事件發生而廢刊。 

  本研究最直接需要參考的雜誌即是大本教「エスペラント普及会」的機關雜

誌《Verda Mondo》（綠世界，1925-1935）。尤其是 1934-1935 年，雜誌中的「內

地報導」及可見不少在台灣的世界語普及運動相關新聞，而莊松林參與運動的的

相關記事與照片，都在這裡可以看到。但可惜的仍是1935年的大本教事件，《Verda 

Mondo》亦走向停刊命運，此後的莊松林之世界語運動參與，幾乎不見相關史料。 

  以上這些文獻非常珍貴，尤其大本教於戰前歷經兩度日本近代史上對宗教最

重大的鎮壓，所有建築物幾乎全毀，但雜誌與出版的刊物竟保存如此完善，若非

親身前往此地搜集史料，恐怕要在相關其他大學圖書館或世界語相關機構，都無

法尋獲這些相關資料。而因《人類愛善新聞》的保存狀況最為完全，而得已全數

復刻；這部新聞，不僅是大本教的宗教運動史料，更是理解 1920-1930 年代日本

帝國與殖民地的宗教及思想傳播之重要史料，因此，筆者也向台灣師範大學圖書

館薦購，目前已收藏於館內。 

 

②專書：《みろくの世－出口王仁三郎の世界－》、《天地和合 大本三大教主出

口直日の生涯》 

大本教的歷代教祖與教主的專書已有多冊集結，而此兩冊專書由大本教自營

出版社「天聲社」出版，收錄大本教教祖出口王仁三郎、第三代教主出口直日的

相關生涯、言行錄與思想記事，也包含大本教經歷了幾次官方鎮壓的實錄。出口

王仁三郎與出口直日為 1920年代到 1930年代大本教內最重要的領導者與經驗者，

書中的例證對於本研究，提供相當充足的佐證。 

 

③官方史料復刻：《外事警察資料第２巻》 

  此為内務省警保局編的《外事警察資料第２巻》之復刻版（東京：不二出版、

1994.06），筆者影印的是第 17 輯《エスペラント運動の概況（上）》與第 18 輯

《エスペラント運動の概況（下）》）。這部資料詳實原出版於昭和 11-12 年

（1936-1937），也是大本教事件發生後，官方針對全國的世界語運動所作的記錄。

在這個已進入戰時體制的非常時局，台灣的世界語團體僅存「台北エスペラント

会」（25 名）與台南的王雨卿之「啟南綠友會」（會員 10 名），而莊松林應該也

就是「啟南綠友會」成員之一。 

 

④日本世界語者名簿： 

《日本エスペランチスト名簿》（京都：エスペラント普及会，1935.09）雖

由京都的エスペラント普及会所發行，但筆者在 2 月前往位於京都龜岡的大本教

宣教中心圖書室時，因該書散佚而未能攜回資料，所幸此次新增東京地區的移地

研究，而能影印名薄中與台灣有關的部份。雖是由大本教的「エスペラント普及

会」所編輯的日本世界語者名簿，卻是包含當時全日本各地，包括殖民地在內的

世界語者之團體及參與人名或人數；台灣的部份被登錄的世界語者人數仍超過
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350 人（含台灣人及在台日本人）。 

 

⑤其他： 

筆者於移地研究期間，也另帶回多部大本教相關沿革資料、宣傳用紙，或者

如《大本とエスペラント》（エスペラント普及会創立 90 周年紀念冊子）、同名

的《大本とエスペラント》緊急別冊、《おほもと 輝くエス語の未来と大本青

年》、《大本神業とエスペラント》或者戰前為於中國各地宣教而發行的中文版宣

教小冊《大本之話》，較小部的出版物。這些史料在筆者的論文初稿中有部份已

有部份引用，未來在修改論文或者延伸研究時，可提供考察的參照佐證。 

另外，世界語運動的相關研究不少是民間研究者的累積。小林司（朝比賀昇）、

萩原洋子編著的《日本エスペラント運動の裏街道を漫歩する 「人物」がつづ

る運動の歴史》（東京：エスペラント国際情報センター，2017.09）是長期研究

普羅世界語運動的已故民間學者小林司所撰寫的日本世界語運動重要人物小史

之集結。其中的「プロレタリア・エスペラント運動」（普羅世界語運動）（１～

３）篇章，對於本計劃的歷史背景提供較具體的補充論據。 

而筆者也在東京的日本世界語學會影印了上海世界語學會於 1920 年代發行

的雜誌《La Verda Lumo》（綠光）。此次影印其中 1920 年代俄國盲詩人愛羅先珂

於中國世界語運動中的相關報導、1930 年代巴金與中國世界語者對於世界語運

動及文學創作的等相關論述。這方面的文獻，除了補充本研究在歷史背景上的論

證，也提供筆者在未來將台灣 1920-1930 年代，台灣的世界語運動與中國的連結

部份更多相關的佐證。 

 

四、研究方法 

  本研究採取的是較傳統的文獻及史料蒐集方式，以及歷史學的分析法，

以下簡述。 

 

(1)文獻及史料蒐集： 

  即便台灣的世界語相關研究，在筆者這幾年的努力下，累積些許成果，但針

對世界語與左翼運動及宗教傳播的連結，仍是有待開展的研究領域。因此，本研

究延續了博論以來的世界語相關研究，繼續蒐集了 1920-1930 年代與台灣世界語

運動直接或間接的相關文獻、史料以及文本，來理解 1930 年代台灣世界語運動

做為一個「文化轉向」策略的思考與背景，並釐清莊松林在當時積極參與世界語

運動的動機與實踐內涵。此次主要的蒐集地點為大本教位於京都綾部的祭祀中心

（發祥地）與位於京都龜岡的宣教中心圖書室。透過此次移地研究的文獻及史料

蒐集，帶回了《人類愛善新聞》、《昭和青年》、《昭和》、《大本時報》、《瑞祥新聞》、

《Verda Mondo》（綠世界）……等如上述不少足以論證本研究的珍貴史料。 

 



9 

 

(2)歷史學分析法： 

  世界語運動的觸角其實延伸至各個場域，包括台灣新文學運動、政治社會運

動、文化運動等分野，且由於史料仍然不足的限制下，本研究仍採取最基礎的歷

史學分析法，來將有限的文獻與史料做實證的考察與論析。而考察與論析的內容，

與前述的同時代的左翼運動與宗教發展有極密切的連結，因此也參酌了諸多相關

領域的研究文獻，來釐清本研究的討論對象及其作品的個人及時代意義。 

 

五、結果與討論 

  莊松林自 1930 年代後半開始投入民間文學運動，而 40 年代則致力於民俗及

語言等研究。經過筆者在博論〈日本統治下における台湾エスペラント運動研究〉

的考察，確認了《Informo de F.E.S》（台灣世界語學會通訊）第 2 期（1932.06）

中的〈エスペラントをかく視る〉作者「S. S.」，以及台南世界語會機關雜誌《La 

Verda Insulo》（綠島）第 2 期（1934.07）中的〈La Malsaĝa Tigro〉（戇虎）作者

「So-Ŝjo-Lin」，都是莊松林。 

  如前所述，1920 年代因左傾而分裂後一度停止活動的台灣世界語學會，在

1930 年代初期，為了推展普羅世界語運動而發行了學會通訊《Informo de F.E.S》；

而於台南發刊的《La Verda Insulo》（綠島）則是受到日本國內新興宗教大本教的

「エスペラント普及会」（世界語普及會）的成員廣瀨武夫，於台灣從事「全島

綠化運動」而創刊的地方世界語雜誌，由博物學家王雨卿主編。莊松林於 1930

年代開始接觸兩個幾乎在意識型態完全不同的世界語推廣團體，或可謂有其個人

的文化戰略之選擇。 

  從〈莊松林先生年譜〉可知，莊松林真正投入台灣民間文學運動是在 1935

年前後20，而其特別致力在民俗或語言研究則是在 1940 年代《民俗台灣》雜誌

創刊之後21。而目前可見他發表的世界語相關文章，即 1932 年的〈エスペラン

トをかく視る〉與 1934 年的台灣童話〈La Malsaĝa Tigro〉（戇虎）兩篇。 

  透過筆者今（2019）年 2 月在日本京都的龜岡與綾部的大本教宣教中心及祭

祀中心（發祥地），收集莊松林的世界語參與狀況的相關文獻，雖然史料仍相當

有限，但對照既有文獻加以考察整理後，已初步整理出莊松林的世界語參與時間

及內容，簡表如下： 

時間 莊松林的世界語相關活動 

1931.12 1931 年 9 月，大本教「世界語普及會」理事廣瀨武夫來台參加第

一屆台灣世界語大會，會後即計劃了為期半年的「全島綠化運

動」，在台灣各縣市以講習會方式推動世界語。莊松林參加台南

                                                 
20

 朱子文，〈莊松林先生生平事蹟〉（《台南文化》新 55，2003.09），頁 10-13。 
21

 莊松林以筆名朱鋒在《民俗台灣》發表〈台南年中行事記（上、中、下）〉、〈語元とあて字（一

～七）〉、〈台湾神誕表（上、下）〉、〈水仙花〉、〈三日節と太陽公主〉……等多篇語言及民俗研

究文章。 
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的講習會後，即加入「エスペラント普及会台南支部」。不過，

他應是早在參與台灣文化協會與台灣勞工總聯盟時，即受連溫卿

影響而學習世界語。 

1932.06.16 莊以 S. S.之世界語名縮寫，於台灣世界語學會通信《Informo de 

F.E.S》第 2 號發表〈エスペラントをかく視る〉。 

1933 「啟南綠友會」王雨卿，以「台南エスペラント會」之名創刊《La 

Verda Insulo》（綠島），此年應是莊松林最積極學習世界語之年。 

1934.07 莊松林以 So-Ŝjo-Lin 之世界語名，於《La Verda Insulo》（綠島）

第 2 號發表台灣童話〈La Malsaĝa Tigro〉（戇虎）。 

1935.01 莊松林與「台南エスペラント会」成員王雨卿、重栖度哉、余縄

章、大野愛策、呂聰田聯名向大本教「エスペラント普及会」機

關雜誌《Verda Mondo》（綠世界）寄出祝電。 

1934.12.16、

19、21 

莊松林在《台灣新民報》連載〈大家起來慶祝柴門霍夫誕辰〉。 

1935.03 莊松林幫忙籌備「台南エスペラント会」主辦的柴門霍甫主題活

動、世界語展覽會。 

1935.09 莊松林參加該年度「台南エスペラント会」第二回講習會（講師：

王雨卿）。 

 

  首先，從時間來看，莊松林以世界語發表的〈La Malsaĝa Tigro〉（戇虎），

可謂其台灣新文學的創作，特別是民間文學作品的第一篇。這位左翼青年為何在

這個時間點轉向世界語的學習，且發表了普羅世界語者的主張及世界語的台灣童

話？ 

  如前所述，對於日本內地或殖民地台灣而言，1930 年代初期可謂「轉向」

的時代。1920 年代後半到 1930 年代初期的台灣，地方上還有零星的反抗運動，

但許多知識份子相繼遭到檢舉逮補，台灣共產黨、台灣農民組合、台灣文化協會

等組織，幾乎是全滅狀態22。整個政治、經濟、社會的狀況，即如當時的文化人

葉榮鐘所言，如「八面碰壁」23的窘境。即學者吳叡人所指出的，「1931 年，是

台灣民族運動從政治戰線全面撤退的關鍵」、「許多從政治戰場上撤退下來的民族

運動者，將他們反抗殖民的能量與創意，轉移到幾乎被遺忘了的文化戰線上」24。

亦即，1930 年代以降，台灣的知識份子為了脫出政治的壓迫而轉向的新的文化

運動方面之實踐。 

 莊松林在參加「赤崁勞働青年會」以來，遭到 20 次以上的逮捕，1932 年被

強迫就業而任職鐵廠外務員，而後才投入文學文化相關工作25。而就時間順序來

                                                 
22

 許世楷，《日本統治下の台湾》（東京：東京大学出版会，1972.05），頁 369。 
23

 奇（葉榮鐘），〈發刊詞〉（《南音》第 1 號，1932.01），頁 1。 
24

 吳叡人，〈福爾摩沙意識型態－試論日本殖民統治下台灣民族運動「民族文化」論述的形成

(1919-1937) 〉（《新史學》17(2)，2006.02），頁 175。 
25

 鄭喜夫，〈莊松林先生年譜〉，頁 11。 
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看，莊松林是在 1931 年就成為世界語者，而在新文學運動的參與方面，尤其是

民間文學或民俗研究的發表，則是在 1935 前後。雖然莊松林早在參與台灣文化

協會與台灣勞工總聯盟時，即受連溫卿影響而學習世界語，但主要的投入運動之

關鍵時間應是 1931 年 9 月第一次台灣世界語大會之後，且一開始接觸時，莊就

完全站在「普羅世界語運動」所推廣的階級論之立場上來看這個語言的普及，但

他更認真投入世界語的學習，應該是在來台參加「台灣世界語大會」的大本教的

「エスペラント普及会」理事廣瀨武夫，在大會後展開為期半年的「全島綠化運

動26」之影響下，而加入了王雨卿創立的「台南世界語會」，並正式參與世界語

運動。亦即，世界語的參與，成為他此時在文化運動上的實踐場域。 

 如前所述，1932 年 6 月，第二次台灣世界語大會之後，莊松林以筆名「S. S.」

於《Informo de F.E.S》第 2 期發表了〈エスペラントをかく視る〉一文，此文中

亦可見「国際的恐慌の深刻化から、いまや〷〷〷の〷に逼迫した今日に於

いて、我々は一層エス語の必要を感ずる」（國際情勢的恐慌日趨嚴重，已是處

於被〷〷〷的〷之現今，我們更加感受到世界語的必要性）27等自主檢閱的

諱字標記，而從內容來對照當時莊松林的社會運動參與，包括其參與世界語運動

重要推手連溫卿所主導的台灣工友總聯盟，或者在勞工節時進行活動演說等，此

文可謂完全揭示了莊松林初時成為世界語者的普羅立場。 

 甚且，文中批判了將世界語作為慰安式、社交式的運動者們，認為他們的言

行不符所謂的 esprantismo（世界語主義）28，看得出是一篇承續左翼運動、極具

馬克思主義思想的文章29。總之，初識世界語的莊松林，將此語言視為解放普羅

階級的武器，然而，一連串的政治運動受挫之後，他看到了世界語運動在文化實

踐方面的可能性，因此投入於此。 

 關於大本教在臺灣的佈教、成為世界語普及的最大組

織，以及「エスペラント普及會」與廣瀨武夫的「全島綠

化運動」，筆者在博論當中已有詳細整理，於此不再贅述。

倒是，大本教當時的世界語普及立場是較擁護國家勢力的，

對於普羅世界語運動多有批評。因此，左翼青年莊松林參

與的「台南エスペラント會」，雖是大本教相關團體影響

下所成立，《La Verda Insulo》（綠島）的內容仍相當耐人尋

味。以下先來看看《La Verda Insulo》第 2 期的目次： 

 

原標題（依目次順序） 中譯 作者 

                                                 
26

 關於大本教的「エスペラント（世界語）普及會」與廣瀨武夫的「全島綠化運動」，請參考拙

論〈日本統治下における台湾エスペラント研究〉第二章第二節與第三章第三節（同註 3）。 
27

 S. S. ，〈エスペラントをかく視る〉（《Informo de F.E.S》第 2 号），頁 13。這兩句的意思為「」 
28

 S. S. ，〈エスペラントをかく視る〉，頁 14。關於「esprantismo（世界語主義）」的爭論，請

參考拙論〈日本統治下における台湾エスペラント研究〉第六章（同註 3）。 
29

 關於台灣的普羅世界語運動與日本內地的連動性及過程，請參考拙論〈日本統治下における

台湾エスペラント研究〉第四章（同註 3）。 
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Memprogresigo en Esperantujo 世界語界的自我

發展 

Hirose Takeo 

（廣瀬武夫） 

誠と魂とを以て荊棘の道を拓け 以全誠及全神開

拓荊棘之道 

井上照月 

類語Ⅱ 同義語Ⅱ 曄星（王雨卿） 

La Malsaĝa Tigro 戇虎（笨虎） So-Ŝio-Lin（荘松林） 

想い出 回憶 落花屯虫 

長崎に先輩を訪ね 至長崎拜訪前輩 大の生 

Historio de Esp-Movado en Sovetio 蘇維埃的世界語

運動史 

古井仙一 

エスペラントの真価を文通により

て知る 

從通信了解世界

語的價值 

呂聡田 

変換法に依る単語 暗記法(2) 依循轉換法則的

單字 背誦法(2) 

健忘生 

La Leteroj al Redaktoro 致編輯的信  

編集後記 編輯後紀 曄星（王雨卿） 

 

  首先，投稿者中的 Hirose Takeo 即是前述展開「全島綠化運動」的廣瀨武夫，

而井上照月是大本教的中堅青年，在大本教機關雜誌《人類愛善新聞》中發表諸

多宗教及世界語相關言論30，廣瀨和井上都是「エスペラント普及会」的重要幹

部，而井上在 1932 年來台參加第 2 屆台灣世界語大會之後，在「エスペラント

普及会」機關雜誌《Verda Mondo》（綠世界）中，大力批判會議中台灣世界語學

會的成員們宣揚普羅世界語運動，認為他們不應該在倡導和平的世界語大會中從

事「赤化宣傳」31。 

 大本教在 1921 年遭受政府極大鎮壓的第一次大本事件後，即改稱「皇道大

本」，後來所致力的世界語普及運動不僅在日本國內全力展開，1925 年 5 月在北

京設「世界宗教連合會」，同年又在巴黎設「人類愛善會歐洲本部」，積極在國內

外宣教32。1931 年又組成「昭和青年會」並發行《昭和》（後改為《昭和青年》）

雜誌；井上照月即為「昭和青年會」的中心人物。其後，大本教又組織「昭和神

聖會」，勢力急速擴大，甚且因昭和青年會前往明治神宮參拜並高舉「國體闡明」

                                                 
30

 《人類愛善新聞》中刊載相關多井上照月的文章，例如〈外国に対して日本国民の自覚（上、

下）〉（1929.06.02、06.13）、〈些々たる感情から正しき理性へ〉（1929.08.13、08.23）、〈剎那主

義〉（1929.10.23）、〈質を忘れた自由平等論〉（1930.03.13）……等諸多思想性的文章；或者

〈Bonulo kaj Malbonulo（善人と悪人）〉（1930.06.03）、〈エスペラント独習講座〉（1930.06.23、

08.23）、〈Justeco ĉiam venkas（正義は常に勝つ）〉……等多篇世界語相關文章。 
31

 井上照月，〈第二回台湾エス大会感想記〉（《Verda Mondo》，京都：エスペラント普及会，

1933.01），頁 21。 
32

 出口王仁三郎言行録刊行委員会編，《「みろくの世－出口王仁三郎の世界－」》（京都：天声

社，2005.08），頁 250-251。 
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之旗，種種行事被媒體大幅報導並指大本教為「愛國團體」。33因此，站在國家

主義立場的井上，其批判普羅世界語運動，也是可以理解的。 

 比較有趣的是，這個受被稱為「愛國團體」的大本教間接影響而在台南發刊

的《La Verda Insulo》（綠島）雜誌裡，也刊了從世界語譯為日語的〈Historio de 

Esp-Movado en Sovetio〉（蘇維埃的世界語運動史）34，此文是譯自普羅世界語者

Ernest Drezen 於 1931 年出版的《Analiza Historio de la Esperanto-Movado》（講解

世界語運動史）中的一節。此書在 1931 年出版後，該年 9 月日譯版即問世35。

譯者高木弘（本名大島義夫）為日本普羅世界語運動的重要推廣者之一，也是與

連溫卿相當熟識的世界語同志。日本語版的出版時間也剛好就在第一屆台灣世界

語大會的 1931 年 9 月。因此，《La Verda Insulo》（綠島）刊出此篇文章，某方面

也呈現出編者的普羅世界語之立場。 

 那麼，莊松林的台灣童話〈La Malsaĝa Tigro〉（戇虎）發表於此，應可有更

積極性的解讀。尤其我們從一些官方的紀錄，例如《外事警察資料》中即可見於

1937 年 4 月及 6 月出版的《エスペラント運動の概況（上）、（下）》，這個時間

點，日本全國還有諸多大大小小的世界語組織，而台灣的世界語組織則僅留存「台

北エスペラント会」（會員 25 人）與台南王雨卿的「啓南綠友會」（會員 10 人）
36。這 10 人當中，莊松林應包含在內。正如筆者於前述簡表所記，莊松林與「台

南エスペラント會」成員王雨卿、重栖度哉、呂聰田等人聯名向《Verda Mondo》

（綠世界）雜誌寄出祝電，甚且還於《台灣新民報》發表祝賀柴門霍甫的文章，

可見其在 1934 年至 1935 年之間，對於世界語運動的熱衷。 

 換句話說，左翼青年莊松林在如此具複雜背景的世界語運動的狀況中，以及

台灣島內政治及社會運動「八面碰壁」的環境下，其「轉向」文化運動實踐時，

世界語成為他重要的選項。不過，即便大本教教主出口王仁三郎極力否認大本教

的神聖運動並非今日所謂的政治運動，但它終因勢力的擴大而讓政府感到威脅性，

而致 1935 年 12 月「第二次大本事件」發生，大本教被政府以企圖顛覆國體與不

敬罪的嫌疑遭到起訴與全面大逮捕37，宣教中心的建築物全被毀壞，直至日本戰

敗前的 10 年間不再有任何活動，世界語的推廣當然也全數停止。 

  即便此後莊松林正式投入另一個文化實踐的場域—民間文學運動，而似未再

參與世界語運動。但從另一個角度來思考，台灣話文論爭期間至 1934 年，即是

台灣民間文學運動極為興盛之時，例如左翼雜誌更名自《先發部隊》的《第一線》

即在第 2 期（更名後的第 1 期）刊出「民間民間故事特輯」，黃得時在〈卷頭言〉

中即指出：「希臘神話已成為歐洲藝術最重要的材料之一」、「就是全世界所有的

                                                 
33

 出口王仁三郎言行録刊行委員会編，《「みろくの世－出口王仁三郎の世界－」》，頁 106-107。 
34

 古井仙一譯，〈Historio de Esp-Movado en Sovetio〉（蘇維埃的世界語運動史）（《La Verda Insulo》，

1934.07）頁 17-18。文末註有此文譯自《Analiza Historio de Esp-movado》（講解世界語運動史）。 
35

 エ・ドレーゼン著，高木弘譯，《エスペラント運動史》（東京：鉄塔書院，1931.09）。鐵塔書

院當時出版許多普羅世界語之相關書籍。 
36

 内務省警保局編（復刻版），《外事警察資料第 2 巻》（第 17 輯《エスペラント運動の概況（上）》，

頁 28；第 18 輯《エスペラント運動の概況（下）》，頁 41）；東京：不二出版，1994.06）。 
37

 出口王仁三郎言行録刊行委員会編，《「みろくの世－出口王仁三郎の世界－」》，頁 106、114。 
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兒童，也常取牠當中的許多故事，以為童話的絕好材料」、「在歐洲對於民間文學

的認識，很是徹底」、「我們應知道祖先傳來的遺產之民間文學的搜羅整理和研究，

是我們後代人該做的義務之一啦！」38。這裡即將民間文學與「童話」直接連結。

那麼，莊松林在 1934 年發表的台灣童話，其首篇民間文學作品〈La Malsaĝa Tigro〉，

則更有先驅性的意義。而後的 1935 年 12 月，推動普羅文學、封面亦印有世界語

標題的《台灣新文學》雜誌，莊松林也擔任了營業部的幹部39；雖然至今我們還

未能見到連溫卿募集台灣童話並謂要刊登在法國的世界語雜誌《國際文學》，但

或許早已這篇正是刊於《國際文學》的台灣童話其中一篇。 

  1930 年代以降，台灣的政治運動及社會運動遭到前所未有的挫敗，許多知

識份子轉而從事文學或文化運動，民間文學的採集運動即是此「轉向」的其中一

個象徵。本研究藉由民間文學作家莊松林參與「普羅世界語運動」及大本教的世

界語普及運動之推廣，而以其世界語寫就的台灣童話為例，討論 1930 年代於政

治運動挫敗而「轉向」文化運動的摸索之時，背後夾帶著龐大而複雜的思想及語

文背景之世界語，如何成為左翼青年轉向文化運動實踐的重要選項之一。莊松林

除了寫下〈エスペラントをかく視る〉（我如此看世界語）一文，宣告了自己作

為普羅世界語者的立場，進而再以台灣童話〈La Malsaĝa Tigro〉（戇虎）實踐了

1930 年代初期掀起一時風潮的「世界語文學」之創作，也藉此將臺灣童話譯介

給具有「反抗性」與「跨界性」、甚且是包括東亞以外的世界語運動圈。 

  雖然世界語運動在 1935 年之後幾乎完全停止，但莊松林也正是於 1935 年之

後全心投入民間文學運動，這篇於 1934 年以世界語書寫發表的台灣童話〈La 

Malsaĝa Tigro〉（戇虎）：莊松林的首篇民間文學作品，可謂是其作為一名普羅世

界語者於文化面向的實踐。而他在 1931 年至 1935 年的世界語運動之參與，也可

視為一位地方性的左翼青年，其於最黑暗的時代，以一名普羅世界語者之姿，透

過具國際性的、具批判性的世界語運動，且是國內與海外都極具影響力的世界語

運動，將台灣島內「本土」的現狀與文化等，向日本內地與世界發聲的一個新的

文化運動之持續模索的嚐試與努力。而這樣的模索與實踐，則可視為同為具反體

制性格與越境性格的左翼之馬克思主義與追求人類和的宗教思想兩方的黏合之

表徵。 
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物〉，《考掘・研究・再現 台灣文學史料集刊》第一輯，台南：國家台灣

文學館，2011.09 

────，〈関於連溫卿的〈台灣原住民傳說〉〉，《經眼・辨析・苦行 台灣文学史

料集刊》第三輯，台南：國家台灣文學館，2013.07 

────，〈日本時代台灣世界語運動的開展與連溫卿〉，陳翠蓮等主編，《跨域青

年學者台灣史研究》第五集，台北：政治大學台灣史研究所，2013.08 

────，〈論台灣世界語雜誌《La Verda Ombro》中的愛羅先珂作品〉，《台灣文

學研究學報》第 26 期，台南：國立台灣文學館，2018.04 
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農業への取り組み〉，《国立民族学博物館研究報告》27(1)，2002 
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王美惠，《1930 年代台灣新文學作家的民間文間理念與實踐》，台南：成功大學

歷史系博士論文，2008.01 

陳祈伍，《激越與戰慄：台南地區的文化發展─以龍瑛宗，葉石濤，吳新榮，莊

松林為例(1937-1949) 》，台北：文化大學史學系博士論文，2011.06 

鄧慧恩，《日治時期台灣知識份子對於「世界主義」的實踐：以基督教受容為中

心》，台南：成功大學台文系博論，2011.05 

呂美親，《日本統治下における台湾エスペラント運動》，東京：一橋大學言語社
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バハイ教公式サイト：http://www.bahai.org/ 

 

http://www.epa.jp/pg217.html
http://www.bahai.org/
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科技部補助專題研究計畫執行國際合作與移地研究心得報告 

                             日期： 2019 年 5月 15日 

 

一、執行國際合作與移地研究過程 

  首先，感謝此次科技部計劃支出的研究經費，讓筆者在博士班時期開拓

的「日本統治下における台湾エスペラント運動研究」（日本時代台灣世界

語運動研究），得以繼續延伸考察與深入的挖掘。本研究雖以台南出身的左

翼作家莊松林為考察對象，但其世界語運動之參與，含著普羅世界語運動的

思想主張，而他參與的「台南世界語會」，乃是受到日本在當時影響力極大

而受到政府打壓的新興宗教「大本教」，所為了實現人類和平運動而推動的

世界語運動之影響，而於台南成立的世界語組織。因此，為了更了解大本教

推動世界語運動的思想內涵與當時的相關背景，而需從事此次移地研究之考

察行程。 

  以下先將此次考察行程以表格方式呈現如下，而後再補充說明。 

日期 行程細項 花費項目 

2 月 10 日

（日） 

早上 7:00 自高雄小港機場出發1
→日本時間早上

10:40 抵達關西大阪機場→前往位於京都的民宿。下

午影印請託京都大學友人借回的資料。 

機票、食

宿、交通 

2 月 11 日

（一） 

於京都車站搭乘新幹線→名古屋車站→前往古屋市

中川區的曹洞宗龍潭寺，訪問左翼世界語運動民間

研究者別府良孝先生→收集研究資料→晚間於「斎

食宿、交

通、影印

及書籍費 

                                                 
1
 因戶籍地於台南，於農曆過年後立即前往京都，故直接自高雄小港機場出發。 

計畫編號 MOST 107－2410－H－003－146－ 

計畫名稱 
1930年代台灣普羅世界語運動於文化的面向： 

以莊松林的世界語書寫及民間文學參與為考察對象 

出國人員姓

名 
呂美親 

服務機構及

職稱 

台灣師範大學 

台灣語文系 

專案助理教授 

出國時間 
2019年 2月 10日至 

2019年 2月 15日 
出國地點 

日本，京都 
（京都都內、龜岡、綾部等

地） 

出國研究目

的 

□實驗 ■田野調查 □採集樣本 □國際合作研究  

□使用國外研究設施 
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藤秀一師に学ぶ会」交流，並報告日本時代台灣世

界語運動相關研究→搭乘新幹線回到京都民宿。 

2 月 12 日

（二） 

於京都車站搭乘電車→龜岡「大本圖書館」（大本教

本部宣教中心）→收集文獻→晚間回到京都民宿。 

食宿、交

通、影印

及書籍費 

2 月 13 日

（三） 

於京都車站搭乘電車→龜岡「大本圖書館」（大本教

本部宣教中心）→收集文獻→晚間回到京都民宿。

（因文獻頗多，一天無法印完，13日再次前往。） 

食宿、交

通、影印

及書籍費 

2 月 14 日

（四） 

於京都車站搭乘特急列車→綾部（大本教發源地－

本部祭祀中心）→收集文獻→回到京都民宿。（原計

劃至龍谷大學圖書館影印文獻，但因時間有限，且

京都大學亦有館藏，此次未前往龍谷大學。） 

食宿、交

通、影印

及書籍費 

2 月 15 日

（五） 

上午至京都大學圖書館：收集資料→下午自京都車

站出發→關西大阪機場（日本時間 19:00 出發）→

回到台北（21:20 抵達桃園機場）。 

機票、交

通 、 餐

費、影印 

   

  此次六天五夜的移地研究考察行程，

主要的目標是前往位於京都龜岡的大本教

宣教中心，以及京都綾部的大本教祭祀中

心（大本教發祥地），並搜集相關史料與文

獻。而在前往之前，第一天下午先影印請託
京都大學友人借回的近代語文改革論述的相

關資料。而為了掌握 1930 年代左翼世界語

運動的僧人運動家斎藤秀一及其時代的相

關研究，於第二天計劃前往名古屋拜訪組

織「斎藤秀一師に学ぶ会」的民間學者－

龍潭寺住職別府良孝先生，除了帶回他收

集與撰稿的相關論文，也受別府先生之邀，

於該研究會演講「植民地台湾とエスペラ

ント運動」，研究會成員多半為退休教授，

會後有諸多交流，也從別府先生得到許多

斎藤秀一相關研究，未來可運用在延伸的

研究裡。 

照片：筆者與別府良孝先生 

 

  第三天與第四天整整兩日，都在京都龜岡的大本教宣教中心圖書室中搜

集與本研究相關的史料，原本預計將原就有搜集，但不夠完整的《Verda 

Mondo》（綠世界）、《人類愛善新聞》、《大本時報》等史料，較完整地瀏覽並

印回所需，而在國際愛善宣教課主任木村且哉與教學研鑽所事務局長斉藤泰

等諸位先生的介紹下，也得知其他重要線索，包括《昭和青年》、《昭和》、《瑞
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祥新聞》等雜誌，以及《「みろくの世－出口王仁三郎の世界－」》《天地和

合 大本三大教主出口直日の生涯》等書。這些文獻非常珍貴，尤其大本教

於戰前歷經兩度日本近代史上對宗教最重大的鎮壓，所有建築物幾乎全毀，

但雜誌與出版的刊物竟保存如此完善，若非親身至此，恐怕其他大學圖書館

或世界語相關機構，都未有如此完整的保存。 

   
  左：與接待筆者的木村且哉先生，於宣教中心的世界語碑文前。 

  右：大本教宣教中心，正殿前廣場。 

 

  第五天則前往京都綾部，參訪大本教祭祀中心。此地為大本教的發祥地，

即初代教主出口直（1837-1918）得到國常立尊之神的降靈之處。現今的園內

建築風格樸實，內部亦有來自台灣檜木的樑柱，謂是當初的教主（出口王仁

三郎，1871-1948）希望建物得以使用千年甚至更久以上，而特地從台灣購得

檜木而建。大本教為了推動人類和平，其中一項重要工作即是推動世界語，

至今已近百年之久，園內各處指標亦可見附有世界語式的拼音。幾乎所有相

關文獻皆保存於龜岡的宣教中心，因此祭祀中心主要可見的是大本教在戰前

歷經於此小鎮的發祥、得到眾多信徒的支持、因勢力快速擴張受到政府兩度

大鎮壓、歷經十年沉潛，再於戰後又重新整建凝聚力量，繼續推動宗教事務

與自戰前即有的國際宗教交流的傳統。此次參訪，對本研究在思考大本教的

世界語推動所具有的「越境」之特質，有極大的印證功能。 

   
 左：與接待筆者的大島ゆみこ小姐；右：大本教祭祝中心。 
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  最後一天皆前往京都大學，除了搜集影印内務省警保局編的《外事警察

資料第２巻》（復刻版：第 17 輯《エスペラント運動の概況（上）》、第 18

輯《エスペラント運動の概況（下）》）等諸項文獻，也拜訪了研究殖民地時

期的台灣文化及教育史，

現任職京都大學教育學研

究科的駒込武教授。此次

參訪，駒込教授特別安排

幾位學生前來，共同舉行

小型座談，除了對筆者的

研究提出問題進行討論，

也給予筆者諸多思考的刺

激，而其中一位博士生也

正進行世界語相關的研究，

他也搜集不少珍貴文獻，

未來希望有機會共同研

究。 

照片：與駒込武教授及其從事台灣及世界語運動相關研究的學生們 

 

二、研究成果 

  此次的史料搜集與大本教發祥地與宣教中心的參訪，之於分析莊松林作

為一名左翼作家及普羅世界語者，如何在 1930 年代的「轉向」時代中，找

到他在文化實踐的模索與實踐，以及其模索與實踐的過程之意義，有極大的

突破。 

  而這次移地研究的成果，也將以論文的方式於 2019 年 6 月 8 日在日本

福岡大學舉辦的日本台湾学会第 21回学術大会中發表，論文題目為：〈文化

の面における 1930 年代台湾プロレタリア・エスペラント運動：民間文学

者・荘松林を例として〉。以下為論文摘要（原稿為日文，以下筆者中譯）： 

 

   本論文以民間文學作家莊松林（朱鋒）為例，論述 1930 年代台灣普羅

世界語運動於文化層面的實踐及其意義。1930年代以降，台灣的政治運動及

社會運動遭到前所未有的挫敗，許多知識份子轉而從事文學或文化運動，民

間文學的採集運動即是此「轉向」的其中一個象徵。無論是以「台灣世界語

學會」為首所推動的普羅世界語運動，或者是新興宗教大本教的世界語普及

運動，都於此轉向的時期，以文化運動的姿態繼續推廣世界語。左翼青年莊

松林在此轉向的社會氛圍中，以普羅世界語者之姿，一邊強調著「世界語為

解放普羅大眾的武器，是人類和平的一道光」，也乘著大本教的世界語普及

會所開展的「全島綠化運動」的浪潮，參與台南世界語會的講座，並以世界

語發表台灣童話「La Malsaĝa Tigro」（愚かな虎），試圖將台灣民間故事介紹
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給國際。1935 年 12 月第二次大本事件發生，日本政府強烈鎮壓大本教徒，

本部建築物全遭燒毀，無論是宣教活動或世界語的普及運動，全部被迫停止，

至戰後才重新展開。也因有此背景，莊松林於 1935 年之後即全心投入民間

文學運動，此 1934 年發表的世界語台灣童話，即是莊松林的首篇民間文學

作品，可謂是其作為一名普羅世界語者於文化面向的實踐。而他在 1931 年

至 1935 年的世界語運動之參與，也可視為一位地方性的左翼青年，其於最

黑暗的時代，以一名普羅世界語者之姿，透過具國際性的、具批判性的世界

語運動，且是國內與海外都極具影響力的世界語運動，將台灣島內「本土」

的現狀與文化等，向日本內地與世界發聲的一個新的文化運動之持續模索的

嚐試與努力。而這樣的模索與實踐，則可視為同為具反體制性格與越境性格

的左翼之馬克思主義與追求人類和的宗教思想兩方的黏合之表徵。   

 

三、建議 

  筆者原計劃申請兩年為期之研究經費，除了上述京都大本部宣教中心與

祭祀中心的參訪與文獻搜集計劃，原亦申請另一次於關東方面的的資料搜集，

包括前往位於東京早稻田大學的世界語學會與國會圖書館等地，蒐集

1920-1930 年代台灣與日本世界語運動相關的雜誌及刊物，如《La Revuo 

Orienta》（東方評論）、《La Verda Mondo》（綠世界）、《國際語研究》等；也

包括此時期日本的世界語運動及左翼運動連結的相關史料，如《改造》、《我

等》、《大眾》、《國際文化》、《プロレタリア科學》等，以及更多相關出版書

籍及文獻。進而更細緻地耙梳 1920-1930 年代的世界語運動在左翼的政治及

文化運動領域的流通情況。另外，也期望可以訪談日本的世界語運動相關研

究者及參與者。包括：日本世界語協會菊島和子女士、上智大學木村護郎ク

リストフ教授、評論家臼井裕之先生等研究者；借重諸位研究者及民間學者

長期對日本世界語運動從戰前到戰後的觀察及研究成果，來擴充本研究的視

角與內涵。但審核之後僅給予一年研究經費，因此世界語運動與左翼運動的

連結背景之相關影響，就較無法全面地呈現於研究成果，實為可惜。 

  日治時期的思想運動或語文改革運動，乃至文學傳播等運動，仍有諸多

面向有待更多層次與更深入的挖掘與探索，或許是撰寫計劃申請書時未能完

整陳述出來，而使計劃經費僅核為一年，還請審查委員也能將此問題作為考

核時的參考意見，而能給予較寬裕的研究資源。感謝！ 
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科技部補助專題研究計畫出席國際學術會議心得報告 

                           日期：2019 年 08 月 30 日 

                                 

一、 參加會議經過 

  首先，再次感謝此次科技部計劃支出的研究經費，讓筆者在博士班時期開拓

的「日本統治下における台湾エスペラント運動研究」（日本時代台灣世界語運動

研究），得以繼續延伸視角並且更深入地考察與研究。除了今年 2 月前往位於京都

的龜岡與綾部的「大本教」宣教中心與祭祀中心從事移地研究，蒐集該宗教於戰

前的世界語運動，尤其與台灣相關的史料之外，此次於福岡大學出席第 21 回日本

台灣學會，並於大會報告本計劃之部份研究成果（論文題目：〈文化の面における

1930年代台湾プロレタリア・エスペラント運動：民間文学者・荘松林を例とし

て〉）。 

  而也因有此學術會議的行程，有幸受到位於東京的母校一橋大學言語社會科

イ・ヨンスク（李妍淑）教授之邀，擔任通識課程「アジア共同体論（亞洲共同

體論）」的講者，演講「近代文学の実現に向けて－『台湾語』文学の過去と現

在」（邁向近代文學－台語文學的過去與現在），以及同屬言語社會科的星名宏修

教授之邀，擔任「演習（專題討論）」課程講者，演講「戒厳令解除前後の台湾語

文学―詩を例として」（解嚴前後的台語文學－以詩為例）。 

  本計劃原來申請的是兩年期計劃，為的就是第二年能夠前往位於東京的「日

本世界語協會」再蒐集更多資料並預計訪談相關研究者，但審核之後僅給予一年

研究經費，因此世界語運動與左翼運動的連結背景之相關影響，在一年內無法較

全面地呈現於研究成果。即便如此，仍於此次在東京的演講行程，抽出短暫的時

計畫編號 MOST  107－2410－H－003－146－ 

計畫名稱 
1930 年代台灣普羅世界語運動於文化的面向：以莊松林的世界語

書寫及民間文學參與為考察對象 

出國人員

姓名 
呂美親 

服務機構

及職稱 

台灣師範大學台灣語

文學系專案助理教授 

會議時間 
2019 年 6 月 7 日至 

2019 年 6 月 8 日 
會議地點 日本 福岡大學 

會議名稱 日本台湾学会第 21 回学術大会 

發表題目 
文化の面における 1930 年代台湾プロレタリア・エスペ

ラント運動：民間文学者・荘松林を例として 

附件六 
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間前往「日本世界語協會」蒐集一些資料；因此新增了 6 月 12 日的移地研究行程。 

  以下先將此次行程以表格方式呈現如下，而後再補充說明。 

日期 行程細項 

6 月 7 日（五） 下午 14:40 自桃園機場出發→福岡機場（日本時間 18:05）→前

往飯店 check in。 

6 月 8 日（六） 全天參與日本台灣學會，並於大會報告本計劃之部份研究成果

（題目：文化の面における 1930 年代台湾プロレタリア・エス

ペラント運動：民間文学者・荘松林を例として） 

6 月 9 日（日） 下午 13:20 自福岡機場出發→東京羽田機場（日本時間 15:00）

→前往住宿處：一橋大學佐野書院。 

6 月 10 日（一） 上午於一橋大學イ・ヨンスク教授的通識課程「アジア共同体

論」，演講「近代文学の実現に向けて－『台湾語』文学の過去

と現在」。 

6 月 11 日（二） 下午於一橋大學言語社會科星名宏修教授之「專題討論」課程，

演講「戒厳令解除前後の台湾語文学―詩を例として」。 

6 月 12 日（三） 上午於一橋大學圖書館影印史料，下午前往「日本世界語協會」，

並於該圖書館找相關文獻；傍晚短暫拜訪世界語運動研究者菊島

和子女士。 

6 月 13 日（四） 中午出發至羽田機場（日本時間 14:30 出發）→回到台北松山機

場（16:55）。 

 

   本次日本台灣學會的學術大

會，依不同的台灣研究領域而分

成 13 個分科會進行報告，每個時

段有 4 個分科會同時進行，筆者

於「文學、演劇研究」分科會發

表論文；另外亦旁聽了在其他 2

個時段進行的「文學」分科會之

發表與討論。（研討會議程附於本

附件末，敬請參考。） 

  此次發表，大會安排淡江大

學日本語文學系的富田哲教授，作為筆者的評論人。富田教授的研究專長在於台灣

史、社會語言學、日治時期的語學等等，為了評論筆者此次發表的論文，其重讀了

筆者的博士論文。他首先肯定筆者在將日本時代的台灣世界語運動作完整的整理之

外，另外也釐清了台灣人世界語者與在台日本人世界語者們，對於殖民地政策不同

所採取的路線與論述方向，並且將世界語運動置於思想運動、文化運動、語文改革

運動等框架之下，論析其各自的歷史意義。而針對此次發表的論文，他也先肯定了

筆者以莊松林在 1930 年代轉向文化運動時所選擇的世界語運動作為實踐的論述視
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角，期待可以補足 1930 年代的民間文學運動從在地出發且與國際連結的面向。 

  富田教授特別肯定這個研究對於學界相當陌生的大本教之世界語運動加以考

察。而對於筆者強調的，「莊松林以世界語書寫台灣童話的模索與實踐，可視為同

為具反體制性格與越境性格的左翼之馬克思主義與追求人類和的宗教思想兩方的

黏合之表徵」，富田教授希望筆者未來修改論文時，能有更具體的論證，包括馬克

思主義在普羅世界語運動中的論述與思想，以及大本教的世界語運動所內涵的宗教

思考，兩種不同的思考如何「黏合」於莊松林的文學運動的實踐之間。 

  留日期間亦曾多次參加「日本台灣學會」的學術研討會，此次首度發表論文，更

加見證了日本學者在評論論文時的認真與嚴謹，以及精闢的思考觀點。無論是大會安

排的富田教授給予筆者評論，在場的分科會座長松永正義教授（一橋大學退休教授）、

長期研究台灣文學的日本學者河原功教授，以及幾位日本學者皆對筆者的論文提出歷

史背景與史料考察的相關問題與建議，提供筆者未來在修改論文上諸多寶貴意見，收

穫良多。 

 

二、 與會心得 

除了自身發表的分科會場次，筆者亦參加了另外兩場文學主題分科會，旁聽了張

文薫教授（台灣大學）的〈検閲の視点から見る恋愛とエロ描写の境界線：新聞小説

を中心に〉、廖紹凱同學（台大碩士生）的〈大衆小説から「世界文学」へ：徐坤泉

『可愛的仇人』と検閲〉之論文報告；以及白井魁同學（一橋大學博士生）的〈歴史

の想像、郷土文学論争前夜の日本統治期台湾文学――1970 年代『夏潮』の呉濁流評

価〉與黄毓婷教授（交通大學）的〈周金波「戦後日記」の地域社会研究〉的研究內

容。 

以檢閱制度的視角來分析文本在當時代的意義，是目前還少見的文學研究方式，

而評論者尾崎名津子（弘前大學）、村山龍（法政大學）亦一起提出日本政府在不同

時期所公佈的出版法規，包括新聞及單行本的檢閱制度之發展簡史，以及日本內地與

殖民地在檢閱制度上的差異等等，需要再細緻地檢驗，評論人主要以此針對論文內容

提出更具體的修改方向。 

評論者山口守教授與星名宏修教授都是台灣文學研究者，星名教授特別補充了吳

新榮與其他作家的戰後日記來提供黃毓婷教授對於周金波日記的解讀，而山口教授也

提供 1960 年代末期吳濁流作品在日本被介紹史料，並指出白井同學針對陳映針的孤

兒意識論仍待具體開展等問題。戰後日本方面對台灣文學的了解相當少，學者或研究

者要在日本介紹台灣文學也受到中、日、台三方的國際政治關係的牽動，日本學者對

於殖民地時期、戰後初期，以及 1970 年代前後的台灣文學在日本的受容背景等補充

與提點，應都帶給發表人或在場的與會研究者或學生極多受益。 

  分科會的論文發表之外，本次學會最後的座談會以「台湾の多元文化と教育――

原住民族の取り組みから」為主題，邀請台中博屋瑪國小校長 Pilin Yapu（比令亞布）

先生，分享博屋瑪國小的全族語課程教學實驗與實踐，以及政治大学民族学系主任王
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雅萍教授分享政治大學民族系長期以來與烏來原住民部落的合作，將實際的原住民文

化導入大學大育之中，也帶領大學生實地親近原住民族的部落生活。特別是博屋瑪國

小校長所投入的「全族語課程教學」的努力，曾被視為不可能實現的夢想，但他的成

功打造，事實上也帶給台灣其他語族在母語教育上極深刻的反省。 

  原住民相關的研究，無論是台灣或日本，在近年都是極受關注的領域，但以原住

民為視點的諸多相關研究，尤其是進行式的諸多改革，都有待更多被看見的機會。此

次大會的安排，開啟了這個極大的交流與對話的空間，令在場的日本學者與台灣學者

皆有諸多驚豔與思考。 

  日本與台灣，曾經是宗主國與殖民地的關係，現今亦有相當多的官方與民間的交

流。日本方面對於台灣的研究，在各方面都累積相當成果，足以提供台灣學界極多舊

時代的史料與觀點之補足。而台灣研究也一直都有更新的題裁與視角，提供日本的台

灣研究學界多方的參考。期待未來在自己的研究領域中，除了紮實地考察與論證，也

能些許為台灣研究的學界帶來一些貢獻。 

 

三、 發表論文全文或摘要 

＊以下為中文摘要、日文摘要、論文之日文全文。 

 

文化の面における 1930 年代台湾プロレタリア・エスペラント運動： 

民間文学者・荘松林を例として 

 

中文摘要： 

  本論文以民間文學作家莊松林（朱鋒）為例，論述 1930 年代台灣普羅世界語運

動於文化層面的實踐及其意義。1930 年代以降，台灣的政治運動及社會運動遭到前所

未有的挫敗，許多知識份子轉而從事文學或文化運動，民間文學的採集運動即是此「轉

向」的其中一個象徵。無論是以「台灣世界語學會」為首所推動的普羅世界語運動，

或者是新興宗教大本教的世界語普及運動，都於此轉向的時期，以文化運動的姿態繼

續推廣世界語。左翼青年莊松林在此轉向的社會氛圍中，以普羅世界語者之姿，一邊

強調著「世界語為解放普羅大眾的武器，是人類和平的一道光」，也乘著大本教的世

界語普及會所開展的「全島綠化運動」的浪潮，參與台南世界語會的講座，並以世界

語發表台灣童話「La Malsaĝa Tigro」（愚かな虎），試圖將台灣民間故事介紹給國際。

1935 年 12 月第二次大本事件發生，日本政府強烈鎮壓大本教徒，本部建築物全遭燒

毀，無論是宣教活動或世界語的普及運動，全部被迫停止，至戰後才重新展開。也因

有此背景，莊松林於 1935 年之後即全心投入民間文學運動，此 1934 年發表的世界語

台灣童話，即是莊松林的首篇民間文學作品，可謂是其作為一名普羅世界語者於文化

面向的實踐。而他在 1931 年至 1935 年的世界語運動之參與，也可視為一位地方性的

左翼青年，其於最黑暗的時代，以一名普羅世界語者之姿，透過具國際性的、具批判
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性的世界語運動，且是國內與海外都極具影響力的世界語運動，將台灣島內「本土」

的現狀與文化等，向日本內地與世界發聲的一個新的文化運動之持續模索的嚐試與努

力。而這樣的模索與實踐，則可視為同為具反體制性格與越境性格的左翼之馬克思主

義與追求人類和的宗教思想兩方的黏合之表徵。 

 

 

日文摘要： 

 本稿は、民間文学者である荘松林（朱鋒）の例を通じて、1930 年代台湾プロレタ

リア・エスペラント運動が文化の面での実践とその意義を論じるものである。1930

年代以降、台湾の政治運動や社会運動が停滞したことによって、多くの知識人が文

学や文化運動に転向し、民間文学運動もその象徴の一つである。台湾エスペラント

学会中心としてのプロレタリア･エスペラント運動でも、新興宗教大本教のエスペ

ラント普及運動でも、こういう転向の時期に一種の文化運動という姿に変身した。

左翼青年の荘松林は、この転向の社会的雰囲気の中に、プロレタリア･エスペラン

チストとして「エス語はプロレタリア解放の武器であり、人類平和の光である」と

強調しながら、大本教によって展開した「全島緑化運動」の波に乗り、エスペラン

トで台湾童話「La Malsaĝa Tigro」（愚かな虎）を発表し、世界へ発信することを試

みた。1935 年 12 月に第二次大本事件が起き、大本教の宣教活動はもちろん、エス

ペラント普及運動もすべて停止した。その後、荘松林は本格的に民間文学運動に没

頭していき、その 1934 年のエスペラントの台湾童話が彼の初めての民間文学作品

であり、文化面におけるプロレタリア･エスペランチストとしての実践だと言える。

また、荘松林の 1931 年から 1935 年までのエスペラント運動参加は、一地方の左翼

青年が最も暗い時代で、プロレタリア･エスペランチストとして、国際的なエスペ

ラント運動、批判的なエスペラント運動、そして国内でも海外でも影響力がまだあ

るエスペラント運動を通じて、台湾島内「本土」の現状や文化などを日本内地や世

界へ発信しようという新たな文化運動として、模索し続けた試みと努力である。こ

うした模索と実践も、同じく反体制的な性格と越境的な性格を持つ、左翼のマルキ

ズムと人類平和を求める宗教思想との癒着である表徴だと考えられる。 

 

はじめに 

第１節 プロレタリア･エスペランチスト－「転向」した左翼青年荘松林 

第２節 大本教のエスペラント運動と連携する文化戦略 

第３節 越境的性格を持つ宗教思想とマルキズムとの癒着－荘松林の民間文学活

動 

おわりに 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
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はじめに   

 荘松林は 1930 年代後半から本格的に民間文学運動に携わり、40 年代に民俗や言

語の研究に力を入れたと知られているが、エスペランチストとして活動していたこ

とがあまり知られていなかった。筆者が 2010 年に東京にある日本エスペラント学

会で、1932 年に台北で刊行した『Informo de F.E.S』（台湾エスペラント学会通信）

第 2 号と台南で発行した 1934 年に『La Verda Insulo』（緑の島）第 2 号などの刊行

物を発見した。これらの雑誌のなかに「S. S.」と「So-Ŝjo-Lin」が荘松林のエスペ

ラント名であることを筆者の博士論文「日本統治下における台湾エスペラント運動

研究」で考察していた。『Informo de F.E.S』は左傾したため一時活動を停止した台

湾エスペラント学会が再発足を示す機関紙であり、『La Verda Insulo』は、日本国内

における有力なエスペラント普及団体となった新興宗教大本教による「エスペラン

ト普及会」の影響を受けて発行した雑誌である。「エスペラント普及会」のメンバ

ーはかなり左翼のエスペランチストを批判したのが文献からうかがえるが、左翼作

家の荘松林は、なぜほぼ同じ時期に全く異なる思想を持つ二つの団体に携わってき

たか、彼の個人的な活動の意義や文化戦略についてをどう考えればいいだろうか。 

 これらの問題を考える前に、まず、エスペラントが如何に台湾で普及されたかと

いう歴史を簡単にふり返る。1913 年、三井物産台北支社の社員児玉四郎が『Esperanta 

Libreto』（エスペラント小冊子）を発行した。同年 9 月に台北龍山寺で講習会を開

き、台湾エスペラント運動を正式に始めた。運動が一時停止したが、1919 年年末に、

台湾人の蘇璧輝や連溫卿らが「台湾エスペラント学会」を成立し、機関誌『La Verda 

Ombro』（緑の蔭）を発行し、運動を広めようとした。だが、と同時に運動の左翼

色が強まることによって、総督府からも厳しく警戒されていた。特に政府に対する

立場が異なるため、在台日本人のメンバーたちが「台北エスペラント会」を作り、

『La Formoso』（台湾）を刊行し、台湾エスペラント学会と別の普及運動を展開し

ていく。 

 1930 年代以降、台湾の社会運動や政治運動が挫折したことによって、多くの知識

人が文学や文化運動に転向した。一部のエスペランチストが日本の「プロレタリ

ア・エスペラント運動」に影響を受け、1931 年の第一回「台湾エスペラント大会」

で「プロレタリア・エスペラント分科会」を設け、台湾プロレタリア･エスペラン

ト運動の旗を掲げた。一方、新興宗教の「大本教」は 1920 年代以降、エスペラン

ト運動の最有力の推進団体になり、台湾でも広く布教し、1931 年に半年をかけた「全

島緑化運動」を行った1。 

 その中に、1931 年第一回「台湾エスペラント大会」の直後、台湾エスペラント学

会が緊急に『Informo de F.E.S』（台湾エスペラント学会通信）を発行した。また、

台湾大会に参加しにきた「大本教」のエスぺランチスト・「エスペラント普及会」

                                                 
1
 全体的な運動の歴史展開については、拙論『日本統治下における台湾エスペラント運動研究』（一

橋大学大学院言語社会研究科博論、2016.03）を参照されたい。 
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の理事である廣瀬武夫は、「全島緑化運動」として台湾各地でエスペラント講習会

を開いた。その緑化運動の影響を受けて「台南エスペラント会」が設置され、機関

誌『La Verda Insulo』（緑の島）も発行された。筆者が博論の考察を通じて、『Informo 

de F.E.S』で「S. S.」の名で発表した「エスペラントをかく視る」2、および『La Verda 

Insulo』で「So-Ŝio-Lin」の名で発表した「La Malsaĝa Tigro（愚かな虎）」3が、この

左翼作家・荘松林（朱鋒）によって書いたものだとわかった。『Informo de F.E.S』

はプロレタリア・エスペラント運動の象徴でも言える雑誌であるが、『La Verda 

Insulo』は政府の弾圧を受けながらも政府の政策に応じながら勢力を拡大していく

大本教に関連したエスペラント組織の刊行物である。 

 本稿では、荘松林の「エスペラントをかく視る」と「La Malsaĝa Tigro（愚かな虎）」

との二篇の文章を切り口として、1930 年代初期の日本と台湾の社会背景、プロレタ

リア･エスペラント運動と大本教のエスペラント普及運動をあわせて考察し、文化

の面から荘松林の 1930 年代初期のエスペラント活動の参加とその意義を考えてい

く。 

 

第１節 プロレタリア･エスペランチスト－「転向」した左翼青年荘松林 

 台南生まれの荘松林（1910-1974）は、朱鋒（あるいは朱烽）という筆名で多く

の文学作品を発表する。また峰君、嚴純昆、KK、CH、彬彬、尚未央、赤嵌樓客、

牛八庄豬八戒、己酉生、圓通子、進二などのペンネームを持ち、台湾文化協会や台

湾民衆党に参加した経験がある。そのほか、台南赤嵌労働青年会や台湾労働者総聯

盟にも加入した。1931 年に林秋梧、盧丙丁、趙啓明らと左翼誌の『赤道報』を創刊

したが、検閲のため、第 6 号で停刊。さらに 1931 年のメーデーでは、赤道報社と

「赤嵌労働青年会」および「台湾労働者総聯盟台南支部」が共催した講演会で「メ

ーデーは国際労働者が立ち上がって〷する日だ」という講演を行った。こういう

左翼運動に深くかかわった荘は、1932 年に発行した『Informo de F.E.S』（台湾エス

ペラント学会通信）第 2 号と 1934 年台南の『La Verda Insulo』（緑の島）のなかに、

「S. S.」と「So-Ŝjo-Lin」という筆名で「エスペラントをかく視る」と「La Malsaĝa 

Tigro」（愚かな虎）を発表した。のちに、特に 1935 年前後に本格的に台湾民間文学

運動に参与し、多くの民間文学作品を執筆し4、1940 年代以降、民俗研究に力を入

れ、『民俗台湾』に習俗・言語に関する考察など多くの文章を発表した5。戦後、彼

                                                 
2
 S. S.（荘松林）、「エスペラントをかく視る」、『Informo de F.E.S』第 2 号、1932.06、13-15 頁。 

3
 So-Ŝjo-Lin（荘松林）、「La Malsaĝa Tigro」、『La Verda Insulo』第 2 号、1934.07、10-12 頁。ま

た、「荘松林年表」では、荘が台湾童話の「怣虎」をエスペラントとで訳して『La Verda Insulo』

第 2 年第 2 号で発表したという記事がある。王美恵『1930 年代台湾新文学作家的民間文学理念與

実践』、台南:成功大学歴史系博士論文、2008.01、215 頁。 
4
 朱子文、「荘松林先生生平事蹟」、『台南文化』新 55、2003.09、10-13 頁。 

5
 荘松林は朱鋒という筆名を以て「台南年中行事記（上、中、下）」、「語元とあて字（一～七）」、

「台湾神誕表（上、下）」、「水仙花」、「三日節と太陽公主」など、多くの文章を『民俗台湾』

で発表した。 
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はまた多くの民俗研究を『台南文化』6に発表した。このエスペラントで書いた台

湾民話「La Malsaĝa Tigro」は、1971 年に台湾語に書き直して『台湾風物』で発表

した7。 

 周知のように、日本内地でも植民地台湾でも、1930 年代初期はいわゆる「転向」

の時代であった。植民地台湾の 1920 年代後半から 1930 年代初期にかけて、地方で

局地的に残存した抵抗運動はまだあったが、相次ぐ検挙によって多くの知識人が逮

捕され、台湾共産党をはじめ、台湾農民組合・台湾文化協会などの組織はほとんど

壊滅状態にあった8。政治、経済、社会のいずれにおいても、当時の文化人葉栄鐘

の言うように「八面碰壁」9であった。政治学者呉叡人の言うように、「1931 年は台

湾民族運動が政治戦線から全面的に撤退した重要な時期であり」、「政治の戦場から

撤退した多くの民族運動者が、植民地統治に反抗するパワーや発想力がほぼ忘れら

れてしまった文化戦線へ移った」10。すなわち、1930 年代以降、台湾の知識人は、

政治的抑圧からの解放を目指した新たな文化運動に転換していったのである。 

 本稿で注目する荘のエスペラント関連文章は 2 篇だけなのだが、政治活動や社会

運動が続けられない 1930 年代初期に、エスペラント参加は、荘松林の新たな実践

の場を作ろうとした試みではないかと考えられる。つまり、エスペラント運動は、

思想運動や社会運動の一環であるにもかかわらず、荘の文化運動の実践の場であっ

た。 

 エスペラント運動は日本伝来以降、思想運動や社会運動として普及し、多くのエ

スペランチストは社会主義者、アナキストであったことは言うまでもない。もちろ

ん、特に 1930 年代に左翼から転向した者には「大アジア主義」に流れた者も多く

おり、また、帝国主義・植民地主義・侵略主義の流れのなかでナショナリズムや国

粋主義とアジア主義的国際主義と奇妙に癒着していたのもある11が、植民地の台湾

人エスペランチストは、プロレタ・エスペラントの方向を選んで政治運動を再開し

た。その象徴として 1931 年の「第一回台湾エスペラント大会」の「プロレタリア・

エスペラント分科会」の設置と、大会直後に発行された台湾エスペラント学会通信

『Informo de F.E.S』であった。 

 荘松林は 1927年 6月から 1929年 6月までアモイの集美中学校に留学し、卒業後、

上海の大学に進学しようとしたが、警察による「不穏」の思想と行動という理由で

パスポートの申請許可が下りなかった。台湾に帰省後すぐ台湾民衆党の関連組織

                                                 
6
 荘松林が戦後に発表したものの多くは『文史薈刊 復刊第七輯 荘松林先生台南專輯』（台南：台

南市文史協会、2005.06）に収録されている。 
7
 朱鋒、「戇虎」、『台湾風物』21(2)、55-60 頁。 

8
 許世楷、『日本統治下の台湾』、東京：東京大学出版会、1972.05、369 頁。 

9
 奇（葉栄鐘）、「発刊詞」、『南音』第 1 号、1932.01、1 頁。 

10
 呉叡人、「福爾摩沙意識型態－試論日本殖民統治下台湾民族運動「民族文化」論述的形成

(1919-1937)」、『新史学』17(2)、2006.02、175 頁。 
11

 尹智煐、「1930 年代の日本のエスペラント運動と国際関係」、『相関社会科学』、第 19 号、2009、

73-88 頁。 
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「赤崁労働青年会」に参加した12。1930 年 9 月に、荘は台湾民衆党の関連組織「赤

崁労働青年会」が出版した『反普特刊』（反普：亡霊を祭る「中元普渡」という迷

信行為を反対）で「我們的反普運動」を発表し、10 月に彼が僧侶である社会運動家

林秋梧らと月刊『赤道報』を創刊し、11 月の第 2 号とその後の第 5 号が発売禁止さ

れた13。『反普特刊』でも『赤道報』でもかなり左翼色の濃い雑誌であり、発売禁止

の挫折も原因の一つか、翌年に荘はエスペランチストになった14。1931 年もちょう

ど第一回台湾エスペラント大会が開かれる年である。後述するが、荘が参加するエ

スペラントの組織は大本教「エスペラント普及会」の「全島緑化運動」によって作

られた「エスペラント普及会台南支部」である。 

 台南在住の荘松林は、左翼運動の停滞を受けたりしたなか、エスペラントはただ

の語学勉強ではなく、エスペラント運動を通じて新たな社会実践を模索しようとす

る意味を持つのではないだろうか。そもそも荘は台湾エスペラント学会を設置し、

台湾文化協会の左傾や分裂を導いた連温卿とは労働運動の同志であったため、1931

年にエスペランチストになったのは、連からの薦めや影響も受けたと思われる。 

 1932年 5月に連温卿は台湾エスペラント運動 20周年記

念として台湾エスペラント学会教育部の名義で『Elementa 

Leciono de Esperanto』（初級エスペラント教科書）を出版

した。単なる語学テキストと思われるこの教科書の表紙

には、共産主義を象徴する赤色、また、黒い太陽の下で

FORMOSO（台湾）のプロレタリアートが手を取り合って

立ち上がる絵が付いており、暗黒の環境にある台湾の無

産階級を奮起させるイメージを突出させている。つまり

これは、台湾エスペラント学会が主導するプロレタリ

ア・エスペラント運動を広めるために出版したものであ

る。 

 そして 1932 年 6 月、第二回台湾エスペラント大会の直後に台湾エスペラント学

会が発行した通信『Informo de F.E.S』第 2 号で、荘は「S. S.」という筆名で「エス

ペラントをかく視る」を発表した。「国際的恐慌の深刻化から、いまや〷〷〷の

〷に逼迫した今日に於いて、我々は一層エス語の必要を感ずる」15のように 8 文字

の伏せ字があったこの文章には、また以下のように語っている。 

 

   プロレタ・エスペラント運動は、いまや悪戦苦闘の中に於いて強大に発展を

続けてゐる。その発展はけつしてプチブル層に於いてゞはなく、すべての勤

                                                 
12

 鄭喜夫、「荘松林先生年譜」、『台湾風物』25(2)、1975.06、9 頁。 
13

 鄭喜夫の「荘松林先生年譜」（11 頁）では 1931 年と記しているが、1930 年の誤植である。陳祈

伍の『激越與戰慄：台南地區的文化發展─以龍瑛宗、葉石濤、呉新栄、荘松林為例(1937-1949) 』

（台北：文化大学史学系博士論文、2011.06、332 頁、注 8）を参照されたい。 
14

 鄭喜夫、「荘松林先生年譜」、11 頁。 
15

 S. S. 、「エスペラントをかく視る」、『Informo de F.E.S』第 2 号、13 頁。 
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労大衆並に農村青年層に於いて極めて克明にその足跡を認めうるのである。

［中略］云い換へれば、エス語はプロレタリア解放の武器であり、人類平和

の光である。“esprantismo”（引用者：エスペラント主義）もかゝる意識の

下に於いて始めて自ら正当なる発展を準備しうるではあるまいか。徒に社交

的に、或は慰安的に運動を続けてゐる“gesinjoroj”（引用者：皆様）も多くあ

るであろうが、彼等はエスペラント運動の本来の使命を歪曲するこそあれ、

決してそれを横的に推し進めることは出来ないのである。であるから、エス

語を学んだ以上は少くとも“esprantismo”をかく如くに理解せねばならぬと

思ふ。16（太字：引用者） 

 

 1930 年代の台湾エスペラント運動が、特に台湾エスペラント学会の運動が、左翼

運動の続けとしてのプロレタ・エスペラント運動という方向性で行っていくことは、

このかなりマルキズムの思想を帯びる文章から見える17。すなわち、荘松林はエス

ペランチストになった最初は、プロレタ・エスペランチストという姿勢で発言し、

プロレタ・エスペランチストたちが解釈する「エスペラント主義」という信念を持

ち、エスペラントをプロレタリア解放の武器として普及して行くことこそ、エスペ

ラントの本来の使命を果たせるのだと考えている。 

 だが、短い間に、こういう急進的な姿勢が時局の制限によってまた変わっていく。

「荘松林先生年譜」によると、「赤崁労働青年会」に参加した以来 20 回以上拘束さ

れ、就職しないと火焼島（緑島）へ移送されてしまうため、荘は鉄工場の職員とな

った。鉄工場で働きながら、新文学、エスペラント、民俗などの研究に没頭してい

たという18。時間の順序からみると、エスペランチストになったのは 1931 年で、新

文学、特に民間文学や民俗研究は 1935 年前後となる。 

 1932 年以降の荘は、全然違うルートでエスペラント運動に関与した。それは、大

本教のエスペラント普及会である。 

 1931 年に開催された第一回台湾エスペラント大会の直前に創立された団体が多

く、例えば、希望社エスペラント部、台湾学徒エスペラント会、台湾女子生徒エス

ペラント会、「台湾大本教エスペラント部」もそのときに組織された団体であった19。

大会直後に発行された台湾エスペラント学会通信『Informo de F.E.S』第 1 号で、大

本教のエスペラント運動の方針を批判する声はあった。 

 

                                                 
16

 S. S. 、「エスペラントをかく見る」、14 頁。 
17

 台湾のプロレタリア･エスペラント運動と日本内地の運動との連動性について、拙論『日本統治下

における台湾エスペラント運動研究』の第 4 章を参照されたい。 
18

 鄭喜夫、「荘松林先生年譜」、11 頁。 
19

 連温卿、「台湾に於けるエスペラント運動年代記」、『Informo de F.E.S』第 1 号、1931.09、15 頁。

『第一回台湾エスペラント大会』（大会記録）、台北：台北エスペラント会、1931、1 頁。武上耕一、

「台湾に於けるエスペラント運動に就て」（なかでは、台湾学徒エスペラント会を台湾男子学生エ

ス会と、台湾女子生徒エスペラント会を台湾女子学生エス会と記する）、『第一回台湾エスペラン

ト大会』（大会記録）、29 頁。 
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   特に、大本の人々には、宗教運動から新精神運動に転換したので、唯心論的

立場でエスペラントを見るのであろうが、あの様な言語を中心して大会で

“言語は神が創造した”等と言う事大いに慎むべきであつたではなからう

か！エスペラントが如何にして生れ、如何にして発展して居るかは、余りに

も吾々が、お互いによく知つて居る事ではなからうか？エスペラントはザ博

士が始めから意識的に人間社会に必要なものとして拵へ、そしてそれが人類

の社会に於て終始一貫して発展してゐるもので、何等神に関係がない事位は、

茍くもエスペラントを口にする誰もが最初に於て知つてゐる事ではなかろ

うか!! 

   次に分科会に於てプロレタリヤエスペランチスト分科会が持たれたが其は

全く正しい事であつた。エスペラントのみが今の階級を超越して有り得可き

ものでない事は至極当然な事である。20
 

 

 この発言から、台湾エスペラント学会の階級、マルキズム的な唯心論批判、そし

て日本内地のプロレタリア・エスペラント運動の方向に従っている立場がとても鮮

明的だと伺えよう。そんななかで、台南在住の荘松林は、台北の大会に出席してい

なかった21が、1932 年の「エスペラントをかく視る」の文章で、彼はプロレタリア・

エスペラント運動を支持した。 

 そういう立場に立った荘は、なぜプロレタリア・エスペランチストも批判する大

本教の関連するエスペラント雑誌で文章を発表しただろうか。そのきっかけは 1931

年9月に台湾エスペラント大会に参加した内地からの大本教「エスペラント普及会」

の廣瀬武夫が、大会参加後に半年かけて行った「全島緑化運動」である。次の節で

分析していく。 

 

第２節 大本教のエスペラント運動と連携する文化戦略 

 この節では、大本教とエスペラントとはなぜ結びついたかを簡単にまとめ、大本

教の「エスペラント普及会」はなぜ台湾で「全島緑化運動」を行っていたかを整理

し、『La Verda Insulo』（緑の島）のなかに掲載される荘松林の文章について論じて

いく。 

 

1.大本教とエスペラント 

 大本教は創唱宗教22の 1 つである。1922 年にアメリカからのバハイ教23の宣伝使

                                                 
20

 丘里宏、「大会後に於ける青年 ESP.ISTO の任務」、『Informo de F.E.S』第 1 号、1931.09、4-5

頁。 
21

 『第一回台湾エスペラント大会』（大会記録）、台北：台北エスペラント会、1931.09、19-21 頁。

参加者は合計 121 人。 
22

 民俗学者鹿野政直によれば、大本教は創唱宗教である。創唱宗教とは、幕末に封建制からの解放

を希求し予見する形で民衆自身が作り出していった思想であり、特に 1 人の創唱者によって提唱

された宗教を指す。伊藤六蔵の丸山教、黒住宗忠の黒住教、中山みきの天理教、川手文治郎の金

光教など、いずれも「世直し」への民衆の期待を体現したものであった。こうした状況を背景と
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が大本教を訪問した時、「世界の平和は世界語によってもたらされること。各国民

は自国語のほかに世界共通語としてエスペラントを用うべきこと」と、バハイ教の

信条の 1 つを二代目の教主の出口王仁三郎（1871-1948）に話したきっかけで、大

本教はエスペラントを教義として採用することを決めた24。世界の諸宗教統一（万

教同根、万教帰一）への志向、大救世主による世界救済への期待から発足した大本

教は、日本全国で「人類愛善運動」を行い、エスペラントを本格的に普及していっ

たことも、その具体的な動きの 1 つである。 

 大本教の精神とエスペラントとの共通点について、信者の井上留五郎は王仁三郎

の言葉を以下のようにまとめた。 

 

   さて世界統一（道義的）、神人合一の大御神業に就てドコ迄も其本となり又

末を全ふするに必要なるものは人心の統一であつて、そして其人心の統一は

先づ言語の共通的理解が第一の条件となるのであります。此点に向つてエス

ペラント語は実に理想的、共通的の中立言語でありまして、詳しく言へば今

度の御経綸のために予め準備されたる統一用語であります。此言語の完成は

今より約四十年前、大本の開祖様神がゝりの少し前に出来上つたのでありま

して、独り言語を学ぶだけではなく、エスペラント主義として「世界人類は

皆神の子であり同胞である」との博愛和親の精神を根拠とし、世界永久平和

を希望として居るのであります。25
 

 

 こうしたように、エスペラントの思想が大本教の教義とつながるようになり、王

仁三郎は、「エスペラント主義と大本の精神とが似ている」、「今後はエス語でなけ

ればならぬ」、「今日のように世界各国の言葉が分かれていては至難なことであるけ

れども世界共通語のエスペラントはわずか二十八文字で通用し世界へ行きわたっ

ているから、この語を研究して神意を世界へ宣示するというのは神意にかなったこ

とである」と述べ、自分もエスペラント語を受講した26。1923 年 6 月に「大本エス

ペラント研究会」が生まれた。さらに教団内にも「エスペラント普及会」を設立し、

1925 年に機関誌の『Verda Mondo』（緑の世界）を発行した。 

 また、大本教が 1925 年に創刊した『人類愛善新聞』は、一時百万部に達した。

                                                                                                                                                     
して、1892 年に京都府福知山に生まれ綾部の叔母の養女となった 56 才の農婦出口なお（1837-1918）

は、「世直し」への内なる衝動にたえかねて、それを「大本教」という 1 つの宗教思想にまでまと

めあげていった。鹿野政直、『大正デモクラシーの底流 "土俗"的精神への回帰』、東京：ＮＨＫブ

ックス、1973.10、27-28 頁。社会学者の對馬路人は、「大本は世界の諸宗教の和合を通して本来の

「日本精神」の復興や日本社会の変革を求める運動を教団の枠を超えて展開していった」と評価

した。對馬路人、「『人類愛善新聞』解説」、『復刻版 人類愛善新聞（別冊）』、東京：不二出版、2013.11、

4 頁。 
23

 バハイ教は、現在バハーイー教と称される。19 世紀半ばにイランでバハーウッラーが創始した宗

教である（公式サイト：http://www.bahai.org/）。 
24

 藤代和成編、『大本えすぺらんと史』、京都：大本エスペラント友の会、1986.08、7-9 頁。 
25

 井上留五郎編、『暁の鳥』、京都：天声社、1925.06、83‐84 頁。 
26

 藤代和成編、『大本えすぺらんと史』、14-17 頁。 

http://www.bahai.org/
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そこに載せた人類愛善会則には、「本会は国際補助語として、『エスペラント』を採

用する27」という 1 ヶ条が見られる。雑誌のなかにもエスペラントとローマ字のコ

ラムを開き、エスペラント関連の論文を多く載せた。大本教は短期間のうちに、日

本国内における有力な宗教団体だけではなく、最大なエスペラント普及団体となっ

た28。 

 大本教は、1918 年に雑誌『新台湾』での宣伝により、1919 年 11 月までに大本本

部綾部へ訪問した台湾からの信者が百数十人に達し、同年に大本の修齋会台南支部

が設立された29。在台日本人を対象として布教を行い、翌年の 1920 年に台湾全島に

わたって宣教したが、国家神道に違反するという理由で、日本本土でも台湾の総督

府でも大本教の布教を警戒し、総督府は 1920 年 7 月に島内での布教と書籍の発売

を禁止した30。布教運動は弾圧されながらも徐々に広がり、王仁三郎は愛善運動の

ため朝鮮や満州、モンゴルにも渡り、1929 年には台湾にも講演に行った31。その影

響もあるためか、日本統治時代の台湾には、大本教の集会所が 200 箇所以上設置さ

れたようである32。1931 年、台湾の「大本エスペラント研究会」の設立は、王仁三

郎の渡台とも関係があるかもしれない。 

 

2.「エスペラント普及会」と台湾「全島緑化運動」 

 一時どん底に沈んでいた台湾エスペラント学会の運動だが、1920 年代後半から在

台日本人中心としての「台北エスペラント会」により運動が続けられていた33。組

織自体はあまり拡大していなかったが、1930 年前後に、前述したプロレタリア･エ

スペラント運動の旗も掲げられ、大本教エスペラント部を始め、新たなエスペラン

ト団体が創立され、運動が活発化した傾向が見られる。 

 特に 1931 年 9 月の第 1 回台湾エスペラント大会が開催された際に、大本教「エ

スペラント普及会」の広瀬武夫は、京都から参加した。広瀬武夫は、台湾大会に参

                                                 
27

 『人類愛善新聞』創刊号、1925.10.01、1 頁。 
28

 對馬路人、「『人類愛善新聞』解説」、26-27 頁。『人類愛善新聞』を発行した「人類愛善会」は、

実質的に宗教団体・大本を核にした運動で、いわばその対社会的活動を担う外郭団体ともいうべ

き性格を持っていた（對馬路人、「『人類愛善新聞』解説」、5-7 頁）。 
29

 「台湾と大本」、『大本時報』、1919.11.16、7 頁。1919 年 11 月の時点で台湾に設立された修齋

支部が台南だけである。「大日本修齋会支部会合所一覧表」、『大本時報号外』、1919.11.23、2

頁。12 月以降、台北、台中、嘉義、台南、打狗（高雄）、阿猴（屏東）などで講演会を行い、本

格的に布教し始めた。「台湾入り」、『大本時報』、1919.12.21、7-8 頁。 
30

 鹿野政直、『大正デモクラシーの底流 "土俗"的精神への回帰』、76-78 頁。 
31

 『人類愛善新聞』、1929.01.03、3 頁 
32

 台湾のエスペランチスト卓照明氏の情報によると、ある大本教の女性教徒が 2010 年前後に台湾に

旅行した際、卓氏を訪問したという。彼女によれば、日本統治時代の台湾には、大本教の集会所

が 200 箇所以上設置されたという。また、1929 年の時点で大本の地方支部は 772 を数えるにいた

った。大本本部編集、『天地和合 大本三代教主出口直日の生涯』、京都：天声社、2015.11、105

頁。 
33

 台湾エスペラント運動の分裂、そして台湾人中心の「台湾エスペラント学会」と在台日本人中心

の「台北エスペラント会」、および各自の機関紙『La Verda Ombro』（緑の蔭）『La Formoso』（台

湾）の刊行内容についての分析は、拙論の『日本統治下における台湾エスペラント運動研究』を

参照されたい。 
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加する前に、すでに「緑化運動」という名目で日本全国でエスペラント講演を行っ

た。彼は台湾大会後に 6 ヶ月間の「台湾全島緑化」の計画を立て、学校、医院、青

果同業組合、街役所などさまざまな場所で講習会を行った。その影響を受けて成立

した支部は台北、台中、南投、嘉義、基隆、台南などに置かれた34。広瀬の台湾巡

講の際の受講者からの挨拶の辞もエスペラント普及会の機関誌『Verda Mondo』（緑

の世界）に載せられている。例えば、嘉義の講習会に参加した、真イエス教会の信

者で、1930 年代初期から『台湾新民報』や『台湾文芸』で多くの歌謡を発表し、台

湾語ローマ字を改革しようとした文化人である謝萬安は、1932 年 5 月の『Verda 

Mondo』には、エスペラント語練習文と日本語の短い文章が載せられている。 

 

   これから日本語で話さして貰ひます。同志を作りたいと思つて居ましたが、

色々の努力が無駄でありました。或る日人類愛善新聞で橋本さんのお家を訪

ねて来て、木暮徳三さんと知り合ひになつたのです。そして共に研究して居

ましたが、語学といふものは仲々努力が要ります。油断がなりません。決し

て容易なものであはありません。根気が要るのです。［中略］皆さまもそん

なつもりで熱心に御勉強ください。音楽的なこの理想語しかも本当に役に立

つのはエスペラントの他にありません。台湾オエ（引用者：「台湾話」の台

湾語読み）もギリシヤ語も研究して見ましたが、それぞれの文法にギゴチナ

サがあります。何と云つてもエスペラントでなければなりません。幸いにこ

の意義ある講習会を御用意下さつた事を主催者の方々に厚くお礼申し上げ

るものであります。35
 

 

 ここから、クリスチャンである謝萬安は、大本教の『人類愛善新聞』の編集者と

も付き合い36、そして「緑化運動」の前にすでにエスペラントに興味を持ち、「緑化

運動」の講習会をきっかけによりエスペラントを熱心に勉強したとわかるだろう。

すなわち、謝のような文化人は、大本教の信者ではなく、つまり宗教のよしみを通

じたのではなく、エスペラントという言語自体に興味を持ったと言えよう。1930

年 10 月に荘松林は、仏教僧侶である社会運動家林秋梧やらと左翼月刊『赤道報』

を創刊した。彼が僧侶との提携は、もちろん宗教のためではなく、左翼思想と社会

運動の目的である。つまり、荘松林のような左翼作家は、クリスチャンである謝萬

安も経験した、こういう開放性を持つ大本教のエスペラント普及会の言語活動にひ

                                                 
34

 『Verda Mondo』、1931 年 11 月以降、台湾の講習会に関するニュースがしばしば掲載された。 
35

 例えば、嘉義の講習会に参加した、真イエス教会の信者で、1930 年代初期から『台湾新民報』や

『台湾文芸』で多くの歌謡を発表し、台湾語ローマ字を改革しようとした文化人である謝萬安は、

1932 年 5 月の『Verda Mondo』には、エスペラント語練習文と日本語の短い文章が載せられている。

広瀬武夫、「緑光はかゞやく」、『Verda Mondo』、1932.05、28 頁。 
36

 一時百万部の発行数を超えた『人類愛善新聞』は、台湾の知識人によく知られているのは、張深

切の回想録（『張深切全集２ 里程碑（下）』、台北：文経、1998.01）からもうかがえる。回想

録では、『人類愛善新聞』の分社社長賣間善兵衛が民族運動の指導者と言われる林献堂と揉めた

ことを言及している（616 頁）。 
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かれて、そのエスペラント運動を参与したのではないか。 

 

3. 荘松林と「台南エスペラント会」 

 前述したように、大本教「修齋会台南支部」の設立が早く 1919 年であるため、

台南での大本教の宣教基盤が 1920 年代初期に作られたと考えられる。「緑化運動」

は 1931 年の秋以降に始めるが、12 月の台南小学校での講演会の写真から盛況が見

られる37。なので、1932 年 8 月の『Verda Mondo』に次のような記事が見られる。 

 

   台南田町キネマ世界館に本会台南支部が置かれたのは、余程以前の事である

が、同館内垣藤義雄氏等はその後懸命の努力をしてゐる。或は月刊雑誌 Verda 

Insulo の発刊或は諸種映画宣伝ビラを利用しては、エス語を交へ、或は講習

会 研究会を催す等、地の利が良いのと背影があつらへ向きなので、充分の

効果を収めてゐる38。 

 

 本会台南支部はもちろん「エスペラント普及会台南支部」のことであり、「台湾

全島緑化」講習会のあとに創立された組織で、月刊『Verda Insulo』（緑の島）も発

行したと考えられるが、最初のメンバーが在台日本人であることが 1933 年 1 月の

『Verda Mondo』に掲載されており垣藤義雄の名前も見られる祝電からわかる39。 

 しかし、荘松林の文章が載せられた『La Verda Insulo』（緑の島）は、1934 年 7 月

に発行された第 2 号で、1932 年 2 月から「台湾全島緑化」講習会40を受けた王雨卿

が創立した「台南エスペラント会（啓南緑友会）」によって 1933 年に創刊された雑

誌で41、雑誌名が同じにしたのがその組織の運営を引き継いだものだと推測できる。 

 1931 年に荘松林エスペランチストになったのは、労働運動の同志の連温卿の影響

もあるが、「荘松林先生年譜」によると、荘は台南エスペラント講習会にも参加し、

エスペラント会の会員にもなった。このエスペラント会は広瀬武夫の緑化運動講習

会の影響で作られた「エスペラント普及会台南支部」であることが考えられる。し

かし、荘松林はエスペラントを熱心に研究するのは、プロレタリア･エスペラント

運動の思潮以外に、同じ台湾人エスペランチストである台南師範学校の王雨卿の影

響が大きいと筆者は推測する。1934 年 11 月の『Verda Ombro』（緑の世界）を見よ

う。 

 

                                                 
37

 「内地報道」、『Verda Mondo』、1932.03、19 頁。 
38

 「内地報道」、『Verda Mondo』、1932.08、24 頁。 
39

 『Verda Mondo』、1933.01、祝電（エスペラント普及会台南支部：波方仲太郎、余繩章、重栖哉、

臼井園子、川島愛子、前原正安、恒[垣]藤義雄、矢野嘉三）。 
40

 広瀬武夫、「初試み集（台南の部）」、『Verda Mondo』、1932.04、14 頁。 
41

 土師孝三郎、「地方会機関誌批判」、『エスペラント年鑑（1934）』、日本エスペラント学会、1934.04、

99 頁。 
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   曾つて昭和六年本会理事広瀬武夫氏が

台湾緑化運動のため渡台活躍して多大

の収穫を得たが、重栖、王の両氏こそ

はわけても心強い存在であつた。広瀬

氏が台南にエス講習会を開催した際、

その講習終了後重栖氏は普及会台南支

部を設置し自から支部長として起ち

（昭和七年一月）、続いて王氏は本会よ

り地方講師の囑託を受け（昭和七年六

月）、両氏は手を携へて活動中の所、昭

和八年本誌主筆井上照月氏の再渡台により氏等が率先して台南に講習会を

開催した。42
 

 

 「台湾生物研究の先駆」と言われる王雨卿（1907-1938）は、台南神農街に生ま

れ、台湾生物研究の先駆と言われる。自習を通じて日本文部省中等教員の検定に合

格した。当時、台湾人は王雨卿と鄧火土（のちの台湾水産試験所所長）の 2 人しか

合格者はいない43。台南師範学校博物教室の助教授を勤める王は高島春雄と「日本

産翼手目資料」を作成し、『台湾博物学会会報』で発表、タイトルと著者名が日本

語とエスペラントで記されたことが、鄧慧恩の考察を通じてわかる44。このような

生物研究に大きな貢献がある人は、エスペラント普及運動にも大きな力を入れたが、

しかし病気のため、王雨卿は 1938 年に 32 才の若さで死去した45。 

 1934 年 7 月発行した『La Verda Insulo』（緑の島）第 2 号とそこに掲載される荘の

「La Malsaĝa Tigro（愚かな虎）」について、第三節で分析するが、1934 年 12 月 16、

19、21 日に『台湾新民報』に連載された荘の文章「大家起來慶祝柴門霍夫誕辰」（み

んなでザメンホフの誕生を祝おう）、また、1935 年『Verda Mondo』（緑の世界）の

新年号に載せられる荘松林の名前も入る「台南エスペラント会」が送る祝電から、

荘松林がエスペラント運動に最も熱心に参加し、しかも中心メンバーになったのは

1934-1935 年だとわかる。 

                                                 
42

 「緑の使徒は登場す」、『Verda Mondo』、1934.11、23 頁。 
43

 何耀坤、「台南鄉土生物研究的先河－王雨卿先生」、『台南文化』新 15、1983.06、100 頁。 
44

 鄧慧恩、「日治時期台湾知識份子対於「世界主義」的実践：以基督教受容為中心」、台南：成功

大学台湾文学系博士論文、2011.05、122 頁。王雨卿、高島春雄（Ou-U-Kijo kaj Haruo Takaŝima）、

「日本産翼手目資料（La Materialoj por Japanuja Kioptero(Chiroptera)）」、『台湾博物学会会報』

（1938.01、162 頁）。王雨卿の伝記小説も 2018 年に出版された。鄧慧恩、『亮光的起點』、台北、

印刻、2018.12。 
45

 台南エスペラント会のメンバーである呂聡田が書いた王雨卿の追悼文（写真付き）が 1938 年 9

月の日本エスペラント学会の機関誌に掲載される。呂聡田、「王雨卿君を惜む」、『La Revuo Orienta』、

1938.09、33 頁。 
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左：「祝電」、『Verda Mondo』（緑の世界）、1935.01 

右：「台南エスペラント会」エスペラント展覧会、『Verda Mondo』、1935.04 

 

 1935 年 12 月、「第二次大本事

件」が起き、「大本教理のなかに

国体変革の意図や不敬罪」など

の理由で、教団本部の建物が全

面に撤去され、エスペラント普

及会の『Verda Mondo』（緑の世

界）も廃刊となり、1936 年末ま

でに検挙された信徒は 987 人に

のぼる46。台湾島内でも王雨卿が

病死したため、台南のエスペラ

ント運動も停止した状態となっ

たが、1935 年 10 月号の『Verda 

Mondo』にも荘松林がエスペラ

ント講習会を参加する写真が掲

載されることから、第二次大本事件までに、荘がエスペラント活動を続けているの

がわかるだろう。 

右：「台南エスペラント講習会」、『Verda Mondo』、1935.10 

前列右三は王雨卿。後列右二は荘松林。品聴田は呂聡田の誤植。 

 

 

第３節 マルキズムと越境的性格を持つ宗教思想との癒着－荘松林の民間

文学活動 

 

                                                 
46

 大本本部編『天地和合 大本三大教主出口直日の生涯』、京都：天声社、2015.11、114、123 頁。 
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 以上考察してきた荘松林のエスペラント運動参加を以下の表で簡単にまとめる。 

時間 エスペラントの関連活動 

1931.12 1931 年 9 月の第一回台湾エスペラント大会に参加しに来た大

本教の「エスペラント普及会」理事廣瀬武夫が「全島緑化運

動」を計画。荘が台南の講習会に参加、エスペラント普及会

台南支部に入会。 

1932.06.16 S. S. の名によって台湾エスペラント学会通信『Informo de 

F.E.S』第 2 号で「エスペラントをかく見る」を発表（13-15 頁）。 

1933 王雨卿が『La Verda Insulo』を創刊 

1934.07 So-Ŝjo-Lin の名によって『La Verda Insulo』第 2 号で台湾童話

「La Malsaĝa Tigro」（愚かな虎）を発表（10-12 頁）。 

1935.01 「台南エスペラント会」メンバー、王雨卿、重栖度哉、余縄

章、大野愛策、呂聡田と連名で大本教「エスペラント普及会」

機関誌『Verda Mondo』（緑の世界）へ祝電。 

1934.12.16、

19、21 

『台湾新民報』に荘が「大家起來慶祝柴門霍夫誕辰」（みんな

でザメンホフの誕生を祝おう）を発表。 

1935.03 「台南エスペラント会」主催のザメンホフ祭、エスペラント

展覧会に協力。 

1935.09 「台南エスペラント会」の第二回講習会に参加（講師：王雨

卿）。 

 

 この表からもわがるが、「台南エスペラント会」は荘松

林のエスペラント運動参加の主な組織である。機関誌の

『La Verda Insulo』（緑の島）は、わずか 2 号しか発行され

ず、第二号だけが現存するが、雑誌の内容から見ると、台

南エスペラント会と大本教のエスペラント普及会と密接

な関係を持っていた一方で、1930 年代に流行したプロレ

タリア・エスペラント運動とも連動していたことがわかる。

以下の目次を見てみよう。 

 

 

Memprogresigo en Esperantujo（エスペラント界の

自己発展） 

Hirose Takeo（廣瀬武

夫） 

誠と魂とを以て荊棘の道を拓け 井上照月 

類語Ⅱ 曄星（王雨卿） 

La Malsaĝa Tigro（愚かな虎） So-Ŝio-Lin（荘松林） 

想い出 落花屯虫 

長崎に先輩を訪ね 大の生 
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Historio de Esp-Movado en Sovetio（ソビエトのエス

ペラント運動史） 

古井仙一 

エスペラントの真価を文通によりて知る 呂聡田 

変換法に依る単語 暗記法(2) 健忘生 

La Leteroj al Redaktoro（編集者への手紙）  

編集後記 曄星（王雨卿） 

 

 まず、寄稿者のなかに、廣瀬武夫は前述した「台湾緑化運動」を行ったエスペラ

ント普及会の理事で、井上照月は『人類愛善新聞』で多くの文章を発表し47、1932

年第 2 回台湾エスペラント大会に参加した後に、台湾エスペラント学会の「赤化宣

伝」に対して強く批判していた48エスペラント普及会の中心メンバーである。 

 興味深いことに、この第二号は、エスペラントから日本語で訳した「Historio de 

Esp-Movado en Sovetio（ソビエトのエスペラント運動史）49」も載っていることは、

プロレタリア・エスペラント運動の思想もやや露出しているのではないか。古井仙

一が誰なのかは判明できないが、「ソビエトのエスペラント運動史」という文章は、

ラトビア出身の Ernest Drezen が 1931 年に出版した本『Analiza Historio de la 

Esperanto-Movado（解説的エスペラント運動史）』から訳した一節である。訳者の前

書きに以下のように述べている。 

 

   この数年来日本に於ける Esp-movado が変な方向に傾きだして以来 Esp-istoj

の多くは Zamenhof の思想の発展線上から、およそ異なる方向に Esp.を引き

ずつて行つて了つて居る。この際 Jut-mondo でもつとも華かに、そうして正

しく育てられて来た Sovetio（引用者：ソビエト）に於ける Esp.の歴史を紹

介して、歴史が示す偽りなき将来への見透しを諸君が会得するであらう事を

希む50。 

  

 1931 年に公開されたこの本は、すでに同年 9 月に日本語版が出版された51。そ

の訳者の高木弘は、本名大島義夫のプロレタリア･エスペランチストであり、連温

                                                 
47

 例えば井上照月、「外国に対して日本国民の自覚（上、下）」（1929.06.02、06.13）、「些々たる感情

から正しき理性へ」（1929.08.13、08.23）、「剎那主義」（1929.10.23）、「質を忘れた自由平等論」

（1930.03.13）……など思想的な文章や、「Bonulo kaj Malbonulo（善人と悪人）」（1930.06.03）、「エ

スペラント独習講座」（1930.06.23、08.23）、「Justeco ĉiam venkas（正義は常に勝つ）」……などエス

ペラント関連文章も多くある。 
48

 井上照月、「第二回台湾エス大会感想記」、『Verda Mondo』、京都：エスペラント普及会、1933.01、

21 頁。 
49

 古井仙一訳、「Historio de Esp-Movado en Sovetio」（ソビエトのエスペラント運動史）、『La Verda 

Insulo』1934.07、17-18 頁。最後の註では『Analiza Historio de Esp-movado』（解説的エスペラント

運動史）から訳したと書いてある。 
50

 古井仙一訳、「Historio de Esp-Movado en Sovetio」、『La Verda Insulo』、1934.07、17 頁。 
51

 エ・ドレーゼン著、高木弘訳、『エスペラント運動史』、東京：鉄塔書院、1931.09。鉄塔書院が

多くのプロレタリア・エスペラント関連書籍を出版していた。 
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卿のとても親しいエスペラント同士である。日本語版の出版もちょうど第一回台

湾エスペラント大会の前後の 1931 年 9 月である。 

 荘松林の台湾童話「La Malsaĝa Tigro（愚かな虎）」を論じるまえに、もう少し大

本事件について振り返る。 

 1921 年に第一次大本事件が起きったことで、政府から弾圧を受けた大本教は皇

道大本と改称した。同じくエスペラン普及運動を全力的に展開しながら、日本国

内だけではなく、たとえば、1925 年 5 月に北京で「世界宗教連合会」を発足し、

同年パリに「人類愛善会欧州本部」を設け海外宣教を精力的に行った52。1931 年

に「昭和青年会」を結成し、雑誌『昭和』（『昭和青年』）を創刊した。満州事変以

降、行き詰まった内政、外交、経済への不信･不満は国内にわき起こり、これを改

革してくれる組織･人物の出現に多くの国民は期待を寄せていた。それに呼応して

昭和神聖会が結成され、一年後、当時の人口の一割以上（約八百万人）の会員･

賛同者となった巨大組織となった。「国体闡明」の旗を掲げて明治神宮に参拝する

のも昭和青年会の活動の一つになり、マスコミは「愛国団体」の統合を目指した

政治運動とみなし、その論調が各紙面を賑わせた。53「神聖運動は決して今日の

いわゆる政治運動ではないのである」と王仁三郎が否定しても、勢力の拡大や大

本教理のなかに国体変革の意図や不敬罪にあたる記述があるという嫌疑内容54が

政府に危機感を高め、結局 1935 年 12 月に「第二次大本事件」が起き、教団の建

物が全て破壊された。1945 年の「愛善苑」としての宣教再開までに、10 年間活動

を停止した。 

 「外事警察資料」のなかに『エスペラント運動の概況』（上）、（下）という記録

が 1937 年 4 月、6 月に発行された。その時点に台湾のエスペラント組織が「台北

エスペラント会」（25 名）と台南の王雨卿の「啓南緑友会」（会員 10 名）しか残

っている55。その 10 名の会員のなかに、荘も含まれると思われる。 

こうした複雑なエスペラント事情からみると、プロレタリア・エスペランチスト

である荘松林は、エスペラントで書いたものは、台湾童話「La Malsaĝa Tigro（愚

かな虎）」の一篇しかないが、「国体闡明」の旗まで掲げて政府に忠誠を示すにも

かかわらず、政府から強く弾圧を受けた大本教関連のエスペラント組織の機関紙

で発表し、しかもこの雑誌のなかにまたプロレタリア・エスペラント運動の色濃

い文章を掲載することは、もっと深い意義があると考える。 

 大本教はエスペラント普及運動に拘るのは、三代教主の出口直日の言ったよう

に、 

 

                                                 
52

 出口王仁三郎言行録刊行委員会編、『「みろくの世－出口王仁三郎の世界－」』、京都：天声社、

2005.08、250-251 頁。 
53

 出口王仁三郎言行録刊行委員会編、『「みろくの世－出口王仁三郎の世界－」』、106-107 頁。 
54

 出口王仁三郎言行録刊行委員会編、『「みろくの世－出口王仁三郎の世界－」』、106、114 頁。 
55

 内務省警保局編（復刻版）、『外事警察資料第２巻』（第 17 輯『エスペラント運動の概況（上）』、

28 頁、第 18 輯『エスペラント運動の概況（下）』、41 頁）、東京：不二出版、1994.06。 
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   エスペラントは運動というよりも、万国共通のエスペラント語を身につける

ことで、平和な世界の人にならしていただくのです。エスペラントは政治、

宗教、民族の境を越えて世界を一つにしてくれるもので、右にも左にも共通

する立場のものです。平和のために、これほど具体的で公平に働きかけるも

のはありません。 

 

 すなわち、マルキズムを帯びるプロレタリア・エスペラント運動は、一見大本

教のエスペラント普及会とのエスペラント普及に対する立場が異なり、思想的に

矛盾したように見えるが、両方の間に共通性が存在している。それは、政治や社

会に対して改革しようとする「反体制的」な性格と、世界のプロレタリアを含め

るもっと多い人と連携して「真の平和」を求める「越境的」な性格とだと考えら

れる。 

 左翼作家の So-Ŝio-Lin（荘松林）は、こうした思想と台湾島内の「八面碰壁」56

である厳しい現状のなかに、新たな実践の道を模索しようとし、このような「反

体制的」、「越境的」な性格を持つエスペラントは、彼の選択肢になる。 

 1935 年 12 月プロレタリア文学を推進、表紙にもエスペラント標示が付いてい

る、楊逵もが創刊した『台湾新文学』で、荘松林が営業部の幹部を担当する57。第

3 号と第 4 号に連温卿の「エスペラント講座」が連載される。エスペラントの連

載を反対する人がいる58ためか、講座が二回だけ掲載したが、第二号に「御寄贈深

謝」というところに鳥取県米子市の「エスペラントの家」が雑誌『月刊マーヨ』

を寄贈した59ことから、『台湾新文学』とエスペラントと組織の交流も少しあるの

が見られる。また、連温卿が「台湾童話の国際的紹介に参加せよ！！60」という文

章を『台湾新文学』に掲載した。『日本学芸新聞』の台中支部代表者を務める楊逵

も『日本学芸新聞』で『台湾新文学』を紹介しながら、「フランス『国際文学』の

編集者が計画してゐる世界各民族の童話叢書刊行について台湾童話の紹介に参加

する連温卿氏を援助」すると述べた61。 

 荘松林の「La Malsaĝa Tigro（愚かな虎）」は「フランス『国際文学』に転載され

るかどうか、資料の欠如でまだ判明できない。また、1935 年 12 月の第二次大本

事件が起き、エスペラント普及運動もすべて停止したなかに、荘松林がまだエス

ペラントを研究しているかは検証できないが、しかし、1936 年から荘が本格的に

民間文学者として活動しはじめ、1940年代以降、台湾語や民俗学に没頭していた。

言い換えれば、『La Verda Insulo』（緑の島）で掲載された台湾童話「La Malsaĝa Tigro」

                                                 
56

 奇（葉栄鐘）、「発刊詞」、『南音』第 1 号、1932.01、1 頁。 
57

 「台湾新文学社大綱」、『台湾新文学』1(1)、1935.12、頁数が標示していない。 
58

 陳永邦、「新文学四月号所感」、『台湾新文学』1(4)、1936.05、40 頁。翁鬧、「新文学五月号感

言」、『台湾新文学』1(5)、1936.06、44 頁。 
59

 「御寄贈深謝」、『台湾新文学』1(4)、1936.05、102 頁。 
60

 連温卿、「台湾童話の国際的紹介に参加せよ！！」、『台湾新文学』、1936.11、82 頁。 
61

 「同人雑誌めぐり(六) 台湾新文学」、『日本学芸新聞』16 号、1936.11.15、5 頁。ちなみに、『日

本学芸新聞』にもエスペラントのタイトルが付いている。 
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は、荘松林の始めて発表した民間文学の作品であり、そしてその作品がエスペラ

ントで書かれたものである。 

 

おわりに  

 エスペラント運動は日本伝来以降、思想運動や社会運動として普及し、多くの

エスペランチストは社会主義者、アナキストであったことは言うまでもない。も

ちろん、特に 1930 年代に左翼から転向した者には「大アジア主義」に流れた者も

多くおり、また、帝国主義・植民地主義・侵略主義の流れのなかでナショナリズ

ムや国粋主義とアジア主義的国際主義と奇妙に癒着していたのもある62が、植民地

の台湾人エスペランチストは、挫折した運動を 1930 年代にプロレタ・エスペラン

ト運動の方向を選んで再開した。その象徴として 1931 年 9 月の「第一回台湾エス

ペラント大会」の「プロレタリア・エスペラント分科会」の設置と、大会直後に

発行された台湾エスペラント学会通信『Informo de F.E.S』であった。雑誌の内容

から、分裂した台湾エスペラント学会の社会主義や階級闘争を以って植民地政策

と対抗する姿勢を一貫していたことがわかる。一方、「台湾エスペラント大会」に

参加した「大本教」のエスペラント普及会の理事である廣瀬武夫が半年間の「全

島緑化運動」計画を立ち、台湾各地でエスペラント講習会を開いた。その緑化運

動の影響を受けて台湾各地でエスペラント普及会の支部が設置され、そのなかに、

「台南エスペラント会」が機関誌『La Verda Insulo』（緑の島）を発行した。「台湾

エスペラント大会」の開催や大本教による「緑化運動」を行ったことによって、

1930 年代初期の台湾エスペラント運動は、1920 年代初期と並ぶもう 1 つの最盛期

を迎えたように見える。 

 思想運動としてのプロレタリア･エスペラント運動でも、言語運動としての大本

教のエスペラント普及運動でも、1930 年代の政治運動の挫折という「転向」時期

に、一種の文化運動という姿に変身したように見える。左翼青年の荘松林は、こ

の転向の社会雰囲気の中に、プロレタリア･エスペランチストとして「エスペラン

トをかく視る」を発表し、「エス語はプロレタリア解放の武器であり、人類平和の

光である」と強調しながら、大本教によって展開した「全島緑化運動」の波に乗

り、その宗教のエスペラント普及運動に影響を受けて発行した雑誌でエスペラン

トによる台湾童話「La Malsaĝa Tigro」（愚かな虎）を発表し、世界へ発信すること

を試みた。1935 年 12 月に、日本本土で第二次大本事件が起こり、その以降も台

湾島内で皇民化運動も国語運動も強化されるにつれて、自立的なエスペラント普

及運動はほぼ見当たらなくなってしまう。その後、荘松林は本格的に民間文学運

動に没頭していき、1934 年のエスペラントの台湾童話が彼の初めての民間文学作

品だと言える。 

 マルキズムを帯びるプロレタリア・エスペラント運動は、一見大本教のエスペ

                                                 
62

 尹智煐、「1930 年代の日本のエスペラント運動と国際関係」、『相関社会科学』、第 19 号、2009、

73-88 頁。 
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ラント普及会とのエスペラント普及に対する立場が異なり、思想的に矛盾したよ

うに見えるが、両方の間に共通性が存在している。それは、政治や社会に対して

改革しようとする「反体制的」な性格と、世界のプロレタリアを含めるもっと多

い人と連携して「真の平和」を求める「越境的」な性格とだと考えられる。 

 総じて言えば、荘松林の 1931 年から 1935 年までのエスペラント運動参加は、

一地方の左翼青年が最も暗い時代で、プロレタリア･エスペランチストとして、国

際的なエスペラント運動、批判的なエスペラント運動、そして国内でも海外でも

影響力がまだあるエスペラント運動を通じて、台湾島内「本土」の現状や文化な

どを日本内地や世界へ発信しようという新たな文化運動としての模索し続けた試

みと努力である。こうした模索と実践も、同じく反体制的な性格と越境的な性格

を持つ、左翼のマルキズムと人類平和を求める宗教思想との癒着である表徴だと

考えられる。 

 

［付記］本研究は、台湾の科技部研究計画助成 2018 年 9 月～2019 年 8 月「以莊

松林的世界語書寫及民間文學參與為考察對象」（107-2410-H-003-146 -）により行わ

れた。 

 

四、 建議 

  筆者原計劃申請兩年為期之研究經費，除了 2 月前往京都大本部宣教中心與祭祀

中心的參訪與文獻搜集計劃，原亦申請另一次於關東方面的的資料搜集，包括前往位

於東京早稻田大學的世界語學會與國會圖書館等地，蒐集 1920-1930 年代台灣與日本

世界語運動相關的雜誌及刊物，如《La Revuo Orienta》（東方評論）、《La Verda Mondo》

（綠世界）、《國際語研究》等；也包括此時期日本的世界語運動及左翼運動連結的相

關史料，如《改造》、《我等》、《大眾》、《國際文化》、《プロレタリア科學》等，以及

更多相關出版書籍及文獻。另外，也期望可以訪談日本的世界語運動相關研究者及參

與者。包括：日本世界語協會菊島和子女士、上智大學木村護郎クリストフ教授、評

論家臼井裕之先生等研究者；借重諸位研究者及民間學者長期對日本世界語運動從戰

前到戰後的觀察及研究成果，來擴充本研究的視角與內涵；進而更細緻地耙梳

1920-1930 年代的世界語運動在左翼的政治及文化運動領域的流通情況。但審核之後

僅給予一年研究經費，諸多行程無法如期進行，實為遺憾。而雖然此次仍增加東京的

移地研究行程，但也礙於時間的限制，僅能在日本世界語學會圖書室取得部份文獻，

且無法進行研究相關的訪談，因此莊松林的世界語運動與左翼運動的連結背景，亦即

其作為普羅世界語者的民間文學思考等，於本研究中，能夠深論的部份是較有限的。 

  日治時期的思想運動或語文改革運動，乃至文學傳播等運動，仍有諸多面向有待

更多層次與更深入的挖掘與探索，光是以世界語運動作為視角與切點，就有許多可以

追尋的面向。或許是撰寫計劃申請書時未能完整陳述出來，而使計劃經費僅核為一年，

還請審查委員也能將此問題作為未來審核時的參考意見，而能給予較寬裕的研究資源。
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以上建議與致謝！ 

 

五、 攜回資料名稱及內容 

  此次追加東京的移地研究行程，前往位於東京的日本世界語協會圖書室帶回書

籍：小林司（朝比賀昇）、萩原洋子，《日本エスペラント運動の裏街道を漫歩する 

「人物」がつづる運動の歴史》（東京：エスペラント国際情報センター，2017.09）、

影印《日本エスペランチスト名簿》（京都：エスペラント普及会，1935.09）之部

份內容，以及世界語雜誌《La Verda Lumo》（綠光）部份資料。 

  《日本エスペラント運動の裏街道を漫歩する 「人物」がつづる運動の歴史》

是長期研究普羅世界語運動的已故民間學者小林司所撰寫的日本世界語運動重要

人物小史之集結。其中的「プロレタリア・エスペラント運動」（普羅世界語運動）

（１～３）篇章，對於本計劃的歷史背景提供較具體的補充論據。 

  《日本エスペランチスト名簿》雖由京都的エスペラント普及会所發行，但筆

者在 2 月前往位於京都龜岡的大本教宣教中心圖書室時，因該書散佚而未能攜回資

料，所幸此次新增東京地區的移地研究，而能影印名薄中與台灣有關的部份。 

  《La Verda Lumo》（綠光）為上海世界語學會於 1920 年代發行的雜誌。此次

影印其中 1920 年代俄國盲詩人愛羅先珂於中國世界語運動中的相關報導、1930 年

代巴金與中國世界語者對於世界語運動及文學創作的等相關論述。這方面的文獻，

除了補充本研究在歷史背景上的論證，也提供筆者在未來將台灣 1920-1930 年代，

台灣的世界語運動與中國的連結部份更多相關的佐證。 

 

六、其他： 

＊於一橋大學演講之照片 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

右：6 月 11 日（二）下午於一橋大學言語社會科星名宏修教授之「專題討論」課

程，演講「戒厳令解除前後の台湾語文学―詩を例として」。 

左：6 月 10 日（一）上午於一橋大學イ・ヨンスク教授的通識課程「アジア共同

体論」，演講「近代文学の実現に向けて－『台湾語』文学の過去と現在」。 
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  這次有幸受邀在一橋大學的大學部與研究所課程，分別進行兩場關於台語文學

的演講：「近代文学の実現に向けて－『台湾語』文学の過去と現在」（邁向近代文

學－台語文學的過去與現在），以及同屬言語社會科的星名宏修教授之邀，擔任「演

習（專題討論）」課程講者，演講「戒厳令解除前後の台湾語文学―詩を例として」

（解嚴前後的台語文學－以詩為例），深感榮幸。筆者的研究領域除了日本時代的

語文改革運動（含世界語運動），另一個極興趣且長期關注的面向，即是台語文學，

特別是戰後台語文學的發展。礙於學者們對於語言或語文的掌握能力，台語文學在

台灣或日本的研究相對而言是較小眾的，這次的演講，應是台語文學的相關研究成

果，於日本首度進行的較全面性的報告，引起不少回響；也帶給筆者未來在研究上

的思考諸多刺激。 

  事實上，台語文學在戰後的發展，亦可視為台灣的語文改革運動於較晚近的一

環（而筆者近年關注的世界語運動，即為其中一環）。期待未來包括筆者之外，有

更多學者投入這方面的研究，並對於台灣的語文改革運動史有更完整的建構與內涵

的論述。 
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日本台湾学会 

第 21 回学術大会プログラム 

 

 

 

2019 年 6 月 7日（金）－8 日（土）  於：福岡大学  

〒814-0180 福岡県福岡市城南区七隈８丁目１９−１ 

主催： 日本台湾学会 

共催：（公財）日本台湾交流協会 

 

6 月 7 日（金） 

受 付 開 始： 16：30-      （場所：） 

プ レ 企 画 *： 17：00-19:00（場所：大会議室） 

    「映像で知る台湾――民族誌映画「虹の物語」上映と比令亞布（ピリ

ン・ヤプ）監督との対話」 

17：00-17：10  趣旨説明 

17：10-18：10  映画上映 

18：10-18：40  監督からのメッセージ 

18：40-19：00  監督との対話 

*主催：日本台湾学会、福岡大学福岡・東アジア・地域共生研究所 

共催：（公財）日本台湾交流協会  

協力：国立民族学博物館 

 

6 月 8 日（土） 

受 付 開 始： 08：50-         （場所：A 棟 7 階） 

分 科 会 第 I 部： 09：20-11：10（場所：A 棟 7 階） 

分科会第Ⅱ部： 11：25-13：15（場所：A 棟 7 階） 

分 科 会 第 Ⅲ 部：    13：30-15：20（場所：A 棟 7 階） 

シ ン ポ ジ ウ ム： 15：50-18：00（場所：A 棟 2 階 A201） 

総 会： 18：10-18：50（場所：A 棟 2 階 A201） 
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懇 親 会： 19：00-20：30（場所：文系センター棟 16 階 スカイラウンジ） 

 

 第Ⅰ部（午前１） 第Ⅱ部（午前２） 第Ⅲ部（午後） 

分 

科 

会 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

企
画 

企
画 

自
由
論
題 

自
由
論
題 

企
画 

自
由
論
題 

自
由
論
題 

自
由
論
題 

企
画 

企
画 

自
由
論
題 

自
由
論
題 

自
由
論
題 

歴
史
学 

教
育
史 

文
学
・
演
劇
研
究 

人
類
学
・
歴
史
学 

文
学 

映
画
・
社
会
研
究 

人
類
学
・
歴
史
学 

軍
事
史
・
政
治
史 

歴
史
学 

環
境
社
会
学 

文
学 

文
学 

社
会
学
・
政
治
学 

 

＊使用言語：原則として日本語。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊《第Ⅰ部 09:20-11:10》＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

◇第 1 分科会（歴史学） 1 セッション企画 

 「台南研究――日本統治期の台南で活動した日本人たち」 

  ◎企画責任者：大東和重（関西学院大学） 

◎座長：大東和重（関西学院大学） 

◎報告： 

・黒羽夏彦（成功大学大学院・院生） 

「日本統治初期台南におけるキリスト教を媒介とした異民族交流――秋山善一・珩三兄弟

を事例として」 

・鳳気至純平（文藻外国語大学） 

「自分史、地方史としての台湾史、そして台南史――國分直一の台湾史関連論考を事例と

して」 

◎コメンテーター：植野弘子（東洋大学）、角南聡一郎（元興寺文化財研究所） 

 

◇第 2 分科会（教育史） １セッション企画 

「地域の学校／帝国の学校」 

◎企画責任者：北村嘉恵（北海道大学） 

◎座長：山本和行（天理大学） 
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◎報告： 

・北村嘉恵（北海道大学） 

「帝国日本における近代学校の偏在・遍在――台南・新化の教育再編過程と公学校――」 

・山本和行（天理大学） 

「植民地統治下公立学校の教員ネットワーク――地域のなかの教員――」 

・樋浦郷子（国立歴史民俗博物館） 

「帝国日本の『学校沿革誌』――学校の儀礼に着目して――」 

◎コメンテーター：許佩賢（台湾師範大学） 

 

◇第 3 分科会（文学・演劇研究） 自由論題 

◎座長：松永正義（一橋大学） 

◎報告： 

・呂美親（台湾師範大学） 

「文化の面における 1930 年代台湾プロレタリア・エスペラント運動：民間文学者・荘松

林を例として」 

・邱昱翔（大阪市立大学・院生） 

「川平朝申の台湾時期研究－「銀の光子供楽園」の活動を中心に」 

◎コメンテーター： 冨田哲（淡江大学）、泉水英計（神奈川大学） 

 

◇第 4 分科会（人類学・歴史学） 自由論題 

◎座長：石垣直（沖縄国際大学） 

◎報告： 

・村上優（台湾大学・院生） 

「日本植民主義に関わる記憶と情感――台湾セデック族『川中島社』の歌」 

・酒井亨（公立小松大学） 

「台湾ネーションの想像としての「シラヤ文学作品」の意味：陳雷の小説『郷史補記』を

中心に」 

◎コメンテーター：中村平（広島大学）、中生勝美（桜美林大学） 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊《第Ⅱ部 11:25-13:15》＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

◇第 5 分科会（文学） １セッション企画 

 「近現代台湾における検閲が及ぼした影響を考える――文学テクストを中心に」 

◎企画責任者：張文薫（台湾大学） 

◎座長：和泉司（豊橋技術科学大学） 

◎報告： 

・張文薫（台湾大学） 

「検閲の視点から見る恋愛とエロ描写の境界線：新聞小説を中心に」 
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・廖紹凱（台湾大学・院生） 

「大衆小説から「世界文学」へ：徐坤泉『可愛的仇人』と検閲」 

◎コメンテーター：尾崎名津子（弘前大学）、村山龍（法政大学） 

 

◇第 6 分科会（映画・社会研究） 自由論題 

◎座長：三木直大（広島大学） 

◎報告： 

・三澤真美恵（日本大学） 

「現代台湾における「慰安婦」表象――二本のドキュメンタリー映画を中心に」 

・八尾祥平（神奈川大学）  

「1960 年代の琉球華僑映画にみる琉華関係――松竹映画『海流』との比較を通して」 

◎コメンテーター：前原志保（九州大学）、深串徹（東京女子大学？） 

 

◇第 7 分科会（人類学・歴史学） 自由論題 

◎座長：張士陽（明治大学） 

◎報告： 

  ・中生勝美（桜美林大学） 

「台湾蕃族調査会の旧慣調査」 

  ・沼崎一郎（東北大学） 

「電影小説『海角七号』をポストコロニアル批評として読む――人類学的ポストインペリ

アル批評の試み（４）」 

◎コメンテーター：春山明哲（早稲田大学）、山﨑直也（帝京大学） 

 

◇第 8 分科会（軍事史・政治学） 自由論題 

◎座長：清水麗（東京大学） 

◎報告： 

・小野純子（名古屋市立大学・院生） 

「日本陸軍第 40 軍――『留守名簿』からみた 1945 年台湾防衛体制」 

・五十嵐隆幸（防衛大学校・院生） 

「蔣経国の総統期における国府の軍事力整備と作戦準備の実態（1978-1988） 

――「自主防衛」体制の構築と「大陸反攻」の構想――」 

◎コメンテーター：浅野豊美（早稲田大学）、松田康博（東京大学） 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊《第Ⅲ部 13:30-15:20》＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

◇第 9 分科会（歴史学） １セッション企画 

「日本の植民主義をめぐる「轉型正義」と「歴史和解」――沖縄と台湾先住民の重大事件

を起点として」 
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◎企画責任者：大浜郁子（琉球大学） 

◎座長：河西英通（広島大学） 

◎報告： 

・大浜郁子（琉球大学） 

「近代日本の沖縄と台湾に対する「植民地責任」の創始と「轉型正義」――「牡丹社事件」

を中心に」 

・中村平（広島大学） 

「台湾先住民における轉型正義と日本の植民地責任：太魯閣戦争／戦役と霧社事件をめぐ

る動きから」 

◎コメンテーター：呉密察（国史館）、呉豪人（輔仁大学） 

 

◇第 10 分科会（環境社会学） １セッション企画 

「「里山」の台湾化：メイドインジャパン概念の台湾における変容」 

◎企画責任者：星純子（茨城大学） 

◎座長：佐々木孝子（早稲田大学平） 

◎報告： 

・小池浩一郎（島根大学） 

「森林地域における原住民族の物質文化再生と「里山」概念」 

・星純子（茨城大学） 

「高雄市美濃区における社区営造の中の「里山」概念と実践」 

◎コメンテーター：笹田敬太郎（森林総合研究所） 

 

◇第 11 分科会（文学） 自由論題 

◎座長：黄英哲（愛知大学） 

◎報告： 

・松崎寛子（日本大学） 

「鄭清文中編小説「大和撫子」におけるジェンダーと非植民をめぐる記憶」 

・倉本知明（文藻外語大学） 

「現代台湾文学における魔神仔表象の変容」 

◎コメンテーター： 豊田周子（名城大学）、三木直大（広島大学） 

 

◇第 12 分科会（文学） 自由論題 

◎座長：澤井律之（京都光華女子大学） 

◎報告： 

・白井魁（一橋大学・院生） 

「歴史の想像、郷土文学論争前夜の日本統治期台湾文学――1970年代『夏潮』の呉濁流評

価」 

・黄毓婷（交通大学） 
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「周金波「戦後日記」の地域社会研究」 

◎コメンテーター：山口守（日本大学）、星名宏修（一橋大学） 

 

◇第 13 分科会（社会学・政治学） 自由論題 

◎座長：川上桃子（アジア経済研究所） 

◎報告： 

・福永玄弥（東京大学・院生） 

「ポスト帝国主義とホモナショナリズムの同床異夢：日本と台湾の LGBT 運動の「連帯」」 

・鶴園裕基（早稲田大学政治経済学術院） 

「日華平和条約における国籍条項および入国条項に関する一考察――在日中国・台湾人の

法的地位の観点から――」 

◎コメンテーター：劉靈均（三重大学）、清水麗（東京大学） 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊《シンポジウム 15:50-18:00》＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

シンポジウム「台湾の多元文化と教育――原住民族の取り組みから」 

 

会場：福岡大学 A 棟 2 階 A201 

企画責任：宮岡真央子（福岡大学）、野林厚志（国立民族学博物館） 

司会・趣旨説明：野林厚志（国立民族学博物館） 

 

報告：ピリン・ヤプ（比令亞布、Pilin Yapu）（台中市博屋瑪国民小学校長） 

王雅萍（政治大学民族学系主任） 

討論：エドワード・ヴィッカーズ（Edward Vickers）（九州大学）、横田祥子（滋賀県立大学） 

 

使用言語：日本語・中国語・英語（逐次通訳あり） 
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