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はじめに 

 本誌前号掲載「【資料紹介】戦後奈良の同人雑誌『望郷』『詩豹』—— 附．旧蔵

者横田俊一の略歴と執筆文献一覧」に引きつづき、横田俊一旧蔵史料のうち戦後

奈良で発行された同人雑誌『オルフォイス』『飛鳥』、そして奈良県立桜井高等学

校短歌部作成になる『大和恋』（謄写版）を紹介する。旧蔵者の横田俊一について

は前稿を参照されたい。 

                                                      

1 磯部敦（いそべ・あつし） 奈良女子大学研究院人文科学系・准教授 

2 小川菜緒（おがわ・なお） 奈良女子大学大学院人間文化総合科学研究科・博士前期課程

1 年 
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 本稿もまた 2021 年度前期大学院演習「近世近代国文学演習Ⅰ」での調査・討

議に基づいている。受講者は小川のほか、前稿執筆者の加治屋、佐藤、中村、三

浦の 5 名。演習では前稿で取りあげた『望郷』『詩豹』も含めて検討してきたが、

本稿で紹介するところの『オルフォイス』『飛鳥』『大和恋』が小川の担当である

ことから、本稿は小川のみの記名となっている。 

 横田俊一旧蔵史料について、横田俊一ご子息の横田國雄氏と同僚の吉川仁子准

教授にご高配賜りました。記して感謝申しあげます。 

（磯部敦） 
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『オルフォイス』『飛鳥』 

  

紹介 

『オルフォイス』第 1 巻第 1 号は 1952 年（昭和 27）８月の創刊になる詩、批

評、短歌、俳句の文芸雑誌で、奈良文庫内に設けられた月曜会の編集・発行であ

る。その後「飛鳥
ひちょう

」に改題し、第 2 巻第 1 号が昭 1954 年（昭和 29）４月に発行

された。現在確認できるのはこの二冊のみである。体裁は、ともに A5 判（『オル

フォイス』は 21×15.1 ㎝、『飛鳥』は 21.2×14.6 ㎝）。活版刷り。 

 『飛鳥』同人名簿には、土井光一・服部英次郎・藤原忠祐・岩坂千尋・金子千

鶴・松井浩生・增市二郎・松田正柏・中川章・中村一作・笹岡太郎・曾沢太吉・

竹内正夫・上田忠雄・吉村正一郎・山田新之輔・安竹一郎・横田俊一・前登志晃・

山中修三・長塚淨子が記載されている。『飛鳥』後記によれば、『オルフォイス』

後、新たに有力な同人の協力が得られたとの記述があり、1 巻から 2 巻にかけて

同人の広がりがあったことが伺える。同人には『望郷』『詩豹』の編集発行をおこ

なってきた前登志晃（前登志夫）をはじめ、『日本歌人』同人の金子千鶴や『短歌

至上』同人の增市二郎、『天狼』『運河』に関わった俳人の松井浩生、また赤膚焼

の陶芸家二代目松田正柏などがおり、奈良市を中心に、言語芸術に限らず多彩な

ジャンルの人物が集まっていることがわかる。実際、1951 年（昭和 26）11 月 11

日付『奈良日日新聞』掲載の「県展を回顧して——月曜会員座談会」には同会会

員として竹内正夫3、横田俊一、大植義一（奈良県立図書館司書）、仲川章（一条高校

教諭）、岩坂千尋（林書店主）が参加し、同月に奈良県立美術館で開催された県展に

ついての批評をおこなっている。「日本画」「洋画」「写真」について批評したあと

の「総論」で「賞は全国的な水準が必要」「生活の中からにじみ出る芸術が必要」

                                                      

3 同紙掲載記事では「武田正夫」となっているが、人事課に確認したところ同名の教員は在

籍していないとのこと。記事中の「奈良女子大英文学部教授」という肩書きより、「武田正

夫」は「竹内正夫」の誤植と判断した。 
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などと総括しているように、奈良県における芸術の発展を念頭に置いた座談会で

あった。そして、「観客は行儀がよくなつた」「大衆が審査員を選ぶのもいゝ」と

いった意見もあるように、作り手だけの問題ではなく、受け手の「水準」向上を

も含んでのことであった。言語芸術にとどまらない同人の顔ぶれは、こうした動

向をふまえてのことであったと言えよう。 

同人に戻ろう。上記のほか、朝日新聞記者の安竹一郎、『大和文学』（養徳社）や

『あまから』（甘辛社）に寄稿し大阪朝日新聞記者も務めた吉村正一郎4、『コギト』

『斜線』同人の山田新之輔、奈良地方裁判所裁判官で万葉研究者の中村一作など

が同人として参加している。奈良女子大学教授の横田俊一（国文学）をはじめとし

て奈良女子大学関係者も多く、文学部教授の服部英次郎（哲学）、曾沢太吉（国文

学）、竹内正夫（英文学）、文学部附属中学校高等学校（現在の奈良女子大学附属中等

教育学校）教諭の上田忠雄、奈良女子大学事務局長の笹岡太郎らが名を連ねている。

また長塚浄子は国文学者荻野清の娘で、朝日新聞社等で記者をしていた人物であ

るが、1953 年に奈良女子大学文学部社会学科を卒業している。同人以外では、大

阪出身の大久保恒次が『オルフォイス』に、また、『アララギ』同人であった歌人

の中島栄一や『ホトトギス』同人の三谷蘭の秋が『飛鳥』に寄稿している。 

 『オルフォイス』の発行元である奈良文庫とは、堀内俊夫5が奈良師範学校訓導

や大阪第一師範学校教諭等を歴任したのちの 1948 年（昭和 23）に設立した、教科

                                                      

4 吉村には、アレクサンドル・デュマ・フィス『椿姫』（岩波文庫、1934）、林語堂『支那の

ユーモア』（岩波新書、1940）、ピエール＝アンリ・カミ『人生サーカス』（白水社、1936）、

同『エッフェル塔の潜水夫』（白水社、1940）等の訳書がある。『オルフォイス』『飛鳥』以降

では、ヴォルテール『カンディード』（岩波文庫、1956）を訳している。 

5 堀内俊夫は 1918 年（大正 7）2 月生まれ。1938 年（昭和 13）奈良県師範学校専攻科卒。

1948 年（昭和 23）に奈良文庫（株式会社）を設立し社長となる。その後は奈良県議会議員（3

期）、天理市長（3 期)、参議院議員当選、そして竹下内閣国務大臣（環境庁長官）などを務め

た。衆議院・参議院編『議会制度百年史』（大蔵省印刷局、1990）参照。 
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書や教育雑誌などを中心に発行した教育出版社である。奈良女子大学や奈良学芸

大学（現在の奈良教育大学）関係者が多く関わっていた。なぜ月曜会がこの出版社

内に設けられたのかについて断言しうるだけの資料を所持してはいないのだが、

状況から推してみるに、横田俊一ら奈良女子大学内での活動、また同時に、たと

えば『詩豹』などの詩誌等における横田と近藤英男（奈良学芸大学、筆名は南日耿平）

のような、あるいはまた奈良女子大学の目前に位置していた林書店といった立地

——林書店（分家）主の岩坂千尋は林書店（本家）主の林吉之助の義弟で、自由律

短歌結社「閑野」の同人でもある——のような学外での交流は指摘できるだろう。

ただ、なぜ教育出版社内であったのかという点については、やはり「教育」とい

う補助線を引くべきであろうかと考えているところである。追って別稿で検討し

てみたい。 

（小川菜緒・磯部敦） 

 

『オルフォイス』第１巻第１号（1952年 8月） 

刊記（表紙） 

「昭和二十七年七月二十五日印刷／昭和二十七年八月一日発行／第一巻第一号」 

刊記（後ろ表紙見返し） 

「（非売品）／編輯者 月曜会／発行者 土井光一／印刷者 内海伊宗男／発行

所 奈良市南半田中町一七奈良文庫内 月曜会」 

目次 

山田新之輔「ヘルデルリーン詩抄」 …… 1 

横田俊一「山羊の歌——中原中也の詩について」 …… 5 

吉村正一郎「硫黄島概歌」 …… 18 

大久保恒次「ぱんぱんの都」 …… 19 

中村一作「遠い筑紫の日から」 …… 29 

編集後記 …… （37） 
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刊記 …… （37） 

 

『飛鳥』第２巻第１号（1954年 4月） 

刊記（表紙） 

「昭和 29 年 3 月 25 日印刷 昭和 29 年 4 月 1 日発行 第二巻第一号」 

刊記（後ろ表紙見返し） 

「昭和廿九年三月廿五日印刷／昭和廿九年四月一日発行／編輯 飛鳥編集同人

／印刷者 奈良市鍋屋町一五 日本プレス株式会社／代表者 土井光一／発行人 

岩坂千尋」 ※同頁下段に「¥10.00」 

目次 

同人名簿 …… （見返し） 

目次 …… 1 

横田俊一「堀辰雄論」 …… 2 

山田新之輔「家」 …… 16 

金子千鶴「わすれゆき」 …… 18 

竹内正夫「愚者の楽園——ひとのいるべき園にはあらず」 …… 20 

中島栄一「恃むべき」 …… 22 

三谷蘭の秋「法廷」 …… 23 

松井浩生「旧句三章」 …… 24 

中村一作「筑紫の綿」 …… 25 

編輯後記 …… 30 

広告 …… 後ろ表紙見返し 

刊記 …… 後ろ表紙見返し 

広告 …… 後ろ表紙 
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図版 『オルフォイス』『飛鳥』表紙・編集後記 

『オルフォイス』表紙 
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『オルフォイス』後ろ表紙見返し記事 

 



 9 

『飛鳥』表紙 

 



 10 

『飛鳥』編集後記 
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附．奈良県立桜井高等学校短歌部『大和恋』 

  

紹介 

 「大和恋」は奈良県立桜井高等学校短歌文学部による短歌、詩、批評の文芸雑

誌である。体裁は A5 判（21.2×15.0 ㎝）。謄写版。確認できるのがこの一冊のみで

あること、通号表示がないこと、寄稿者に著名な人物が含まれていることから、

桜井高校を中心に企画された記念誌的雑誌であると推測できる。短歌部会部員に

よるものとみられる作品とともに、歌人、国文学者、民俗学者である釈迢空（折

口信夫）、歌人の前川佐美雄、研究者で俳人の石井庄司の作品が掲載されており、

巻末「執筆者紹介」にはこの３名のみが掲載されている。折口は幼年大和小泉で

里子として育ち、また前川佐美雄と石井庄司は出身が奈良県であり、いずれも奈

良にゆかりのある人物である。また前川佐美雄は 1950 年（昭和 25）に桜井高等学

校の校歌を作詞しており6、ここに同校との接点がみられる。 

作品掲載者の中には桜井高校関係者もおり、奈良県吉野郡生まれの坂口允男
の ぶ お

は

のちに天理大学、大阪学院大学の教授をつとめるが、1948 年（昭和 23）９月から

は桜井高等学校で教諭をしていた7。また、奈良県河合村佐味田生まれの堀内民一

（国文学社、歌人）も同年 10 月から桜井高校で教員をしている8。堀内は、国学院

                                                      

6 奈良県立桜井高等学校ホームページに前川佐美雄自筆の校歌詞が掲載されている。同校ホ

ームページ学校紹介 > 校訓・校章・校歌・校旗より。 

http://www.e-net.nara.jp/hs/sakurai/index.cfm/6,0,21,html 2021 年 8月 23 日閲覧。同校

ホームページ「沿革」によれば、校歌は 1951 年（昭和 26）1月 25日制定。 

7 「坂口允男教授略歴および研究業績」、『天理大学学報』25-3、天理大学学術研究会、1974.3。 

8 『田中克己日記』1948 年（昭和 24）10月 12 日条に、「坂口允男君に寄りて聞けば「堀内

民一氏桜井高校へ転任」と」とある。引用は、四季・コギト・詩集ホームぺージ中『田中克

己文学館』で公開されている日記より。 

https://shiki-cogito.net/tanaka/yakouun/tanakadiary1949.html 2021 年 8月 23 日閲覧。 

http://www.e-net.nara.jp/hs/sakurai/index.cfm/6,0,21,html
https://shiki-cogito.net/tanaka/yakouun/tanakadiary1949.html
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大学国文科卒で折口信夫に師事し、また「日本歌人」に参加するなど前川佐美雄

との関係も深い人物であった9。 

『大和恋』の発行年月日は不明であるが、裏表紙の広告に掲載されている田中

克己訳『ゲエテ詩集 新しい恋』（文童社）の刊行年が 1949 年（昭和 24）11 月、前

川佐美雄『歌集 鳥取抄』（山陰観光旅行普及会）が 1950 年（昭和 25）3 月、坂口允

男訳『シエリー詩集 愛と死』（文童社）が 1951 年（昭和 26）7 月であることから

——もう一点の堀内民一『歌集 中国早春』（日本歌人発行所）は不明——、ちょう

ど校歌作成の頃の発行であろうと推定される。 

（小川菜緒） 

 

『大和恋』 

 刊記、号数表示なし。表紙に「奈良県立桜井高等学校短歌文学部」。 

目次 

目次 …… 見返し 

釈迦空「香具山にのぼりて」 …… 1 

石井庄司「ひさかたの天の香具山」 …… 3 

前川佐美雄「早春歌」 …… 6 

堀内民一「遠国の春」 …… 7 

短歌部会作品集 

 米川秋子「はるかに青く霞む山」 …… 10 

 村島玲子「セロファン」 …… 12 

 橘秀子「夕ばえ」 …… 12 

 荻原義久「処女と剣」 …… 14 

坂口允男「声」「過去」「夕」「夜」 …… 16 

                                                      

9 堀内民一『歌集かむなび』（角川書店、1961）掲載の著者略歴等より。 
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河井タミ「口切茶事」 …… 19 

短歌部会作品集 

 南元佐太子「古墳」 …… 21 

 岡本紀代子「晩秋」 …… 22 

 栗田怜子「晩夏」 …… 25 

 岩井美奈子「秋の灯」 …… 27 

岡本和子「椿の花」 …… 28 

中島増子「紅葉」 …… 28 

内山孝子「佐保神」 …… 29 

森本清一郎「聖女」 …… 30 

赤井良子「秋日抄」 …… 33 

執筆者紹介 …… （35） 

広告 …… 後ろ表紙 
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図版 『大和恋』表紙・広告 

『大和恋』表紙 
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『大和恋』執筆者紹介 

 



 16 

『大和恋』広告 
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人名索引 

※ 投稿者、同人の索引を掲げる。人名の読みが文献等で確定できず暫定的な者もいるこ

と、附言しておく。 

赤井良子 .............................................. 13 

石井庄司 .............................................. 12 

岩井美奈子 ........................................... 13 

内山孝子 .............................................. 13 

大久保恒次 ............................................. 5 

岡本和子 .............................................. 13 

岡本紀代子 ........................................... 13 

荻原義久 .............................................. 12 

金子千鶴 ................................................ 6 

河井タミ .............................................. 13 

栗田怜子 .............................................. 13 

坂口允男 .............................................. 12 

釈迦空 .................................................. 12 

竹内正夫 ................................................ 6 

橘秀子 .................................................. 12 

中島栄一 ................................................ 6 

中島増子 .............................................. 13 

中村一作 ............................................ 5, 6 

堀内民一 .............................................. 12 

前川佐美雄 .......................................... 12 

松井浩生 ................................................ 6 

三谷蘭の秋 ............................................ 6 

南元佐太子 .......................................... 13 

村島玲子 .............................................. 12 

森本清一郎 .......................................... 13 

山田新之輔 ........................................ 5, 6 

横田俊一 ............................................ 5, 6 

吉村正一郎 ............................................ 5 

米川秋子 .............................................. 12 
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