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摘要

(中) 

本論以「日本統治時期在台日籍作家之研究─以新垣宏一為中心─」為

主題，先概觀地論述日治時期來台灣的日籍作家所從事之文學活動，進

而以當時日人文壇代表作家之一的新垣宏一為主，探討其作品當中呈現

出來的幾個重要主題。 第一章「在台日本人文學之發展」裡，首先先對

殖民時期來台的日本人所發展的文學活動做一概述。初期來台之日人官

員、作家之寫作活動以漢詩文為主，後轉以俳句、短歌、新詩、小說等

的文學形式為主軸。二次世界大戰開始後，由日本本地所提倡的「文學

報國」主張擴及至殖民地，台灣亦不例外，由在台日籍作家發起之「國

策文學」，可說是戰時台灣文壇的主要文學活動。 第二章至第四章為新



垣宏一作品之探討。分為戰前和戰後兩部分，戰前又分為浪漫詩（第二

章）和皇民化作品（第三章），戰後則以回憶錄『華麗島歲月』（第四

章）為討論內容。   浪漫詩的部分自其創辦『台大文學』說起，之後

介紹新垣的創作詩「切支丹詩集」、「玫瑰株」、「新樓午後」、「聖

歌」四首。 皇民化作品則分為「教育者的角度」、「國民詩創作」及

「船渠」三個主題來探討。 終章從新垣自撰之回憶錄?『華麗島歲

月』，來窺探其身為「日本人二世」的心理，亦是本論目的之所在。殖

民時代生於台灣長於台灣的日本人子弟於日本戰敗後返回祖國，在他們

的潛意識裡面存在著兩個故鄉－「本籍地」與「出生地」。本章將探討

新垣站在「日本人二世」的立場，如何看待「故鄉」與「自我認同」

（identity）的問題。  

摘要

(英) 

This thesis,” The Research of Japanese Authors in Taiwan under the Reign of 

Japan”, broadly discuss the literary activities Japanese authors in Taiwan 

engaged in. And further focus on the representative figure, Niigaki Kouichi to 

probe into several significant topics of concern. In chapter one,” The 

development of Japanese literatures in Taiwan”, I broadly describe the activities 

of Japanese who came to Taiwan under colonization period. When Japan ruled, the 

first works were mainly Hang Poetry, after that, Haiku(俳句), Tanka（短歌）, 

new poetry and novels become the mainstream. In World War Two, “The 

Literature of National Policy” issued by Japanese authors in Taiwan was the 

main literary campaign during war time. The following chapters from two to four 

are about Niigaki’s writings. These works are divided into two parts-prewar and 

postwar periods. The former contained romantic poetry and writings of 

Kouminkakyouiku, and the latter was the reminiscences, called 

「Kareitousaigetu」(『華麗島歲月』). I started to refer to his Romantic poetry 

“TaidaiBungaku“ published by himself, then introduce his created four 

poetry ”Kirishitansisyu”(切支丹詩集)”Rozario”（玫瑰株）”Shinrogogo

（新樓午後）” and ”Seika”（聖歌）. The writings of Kouminka could 

divide into three topics as “The point of view of an educator”, “The creation 

of Kokuminshi”, and ”Senkyo”（船渠）. The last chapter described 

Japanese later generation’s mental condition in 「Kareitousaigetu」. This 

chapter is the autobiography of Niigaki, and also the main intention of this thesis. 

Japanese later generations were born in Taiwan under colonization period and then 

returned to the motherland. They thought there were two homes - birthplace and 

native palce. This chapter described how Niigaki faced the problems of homes and 

identity from his standpoint of Japanese future generation.  

論文

目次 

序論 第一節 研究動機及び目的                １ 第

二節 研究内容及び方法                ２ 本論 第一

章 在台日本人文学の流れ              ４    第一

節 台湾における日本文学の展開          ４    一． 

第一期―漢詩文時期              ４   二． 第二

期                    ５ １．前期―俳句・短

歌               ６     ２．後期―詩・小説                



８ 第二節 戦時下の在台日本人作家(第三期)       １０ 一． 

『文芸台湾』                 １３ 二． 『台湾文

学』                 １４ 第二章 新垣宏一の作品

―台湾における時期（一）：浪漫主義詩作 1７ 第一節 『臺大文學』の

誕生              １７ 第二節 浪漫主義への心酔              

２２  第三節 浪漫主義詩作                 ２４ 

一． 切支丹語趣味                ２４ 二． ロ

マンチシズム詩作             ２８ 第三章 新垣宏一

の作品― 台湾における時期（二）：皇民化作品３２ 第一節  新垣宏

一と西川満              ３２ 第二節  ある教育者の

まなざし            ３４ 一．「なまけ者の原住民」             

３５ 二．「人為的同化」と「自然的同化」        ３８ 

三．無力なる改革者                ４１ 第三節 

国民詩創作                 ４２ 第四節 「船

渠」                   ５０ 一．『決戦台湾小

説集』              ５０   二．「船渠」                   

５０ １．少年隊労働の描写              ５１ ２．

戦略的位置について             ５４ 第四章 回想録

『華麗島歳月』             ５７ 第一節 戦後を迎え

て                ５７ 一． 引き揚げ                  

５７ 二． 漱石文学への傾倒               ５８ 三． 

再び台湾へ                  ５９ 第二節 いわ

ゆる第二世               ５９ 一． 第二世として

の文明化のミッション       ６０ 二． 忘れられた軌跡               

６３ 第三節  夢の中の故郷                ６７ 

一． 徳島旅情                   ６７ 二． 『華

麗島歳月』                ７０ 結論                         

７３ 参考文献                       ７６ 

付録 ７９  

參考

文獻 

Ａ．基礎資料（発刊年月の順による） １．台北帝大短歌会 『台大文

学』 昭和 11 年 1 月∼18 年 4 月 ２．台湾文芸協会 『文芸台湾』 

文芸台湾社 昭和 15 年 1 月∼19 年 1 月（東方文化書局、『台灣新文學

雜誌叢書刊 全 17 卷』、東方文 化書局有限公司 1981 年 復刻版） 

３．台湾文学奉公会 『台湾文芸』 昭和 19 年 5 月∼20 年 1 月（東方

文 化書局、『台灣新文學雜誌叢書刊 全 17 卷』、東方化書局有限公 

司 1981 年 復刻版） ４．新垣宏一著 張良澤訳 『華麗島歳月』 

前衛出版社 2002.8   Ｂ．単行本 一.日本語（出版年月の順による） 

１．土居香国 『征台集』 1922.3 ２．『躍進台湾の全貌』 金融之

世界社 1941.7 ３．照井瓔三 『国民詩と朗読法』 第一公論社 

1942.1 ４．『伊沢修二選集』 信濃教育会編集兼発行 1958.7 ５．尾

崎秀樹 『旧植民地文学の研究』 勁草書房 1971.6.30 ６．木下半治 

『日本右翼の研究』 現代評論社 1977.9 ７．尾崎秀樹 『近代文学

の傷痕―旧植民地文学論』岩波書店 1991.6 ８．中村真一郎編 『近代

の詩人 五 北原白秋』 潮出版社 1993.8 ９．河原功編集 『台湾引



揚・留用記録 第一巻』 ゆまに書房  1997.9 １０．河原功 『台湾

新文学運動の展開』 研文 1997.11 １１．中島利郎・河原功編 『日

本統治期台湾文学 日本人作家作品 集 第五巻』 緑蔭書房 1998.7 

１２．川口喬一・岡本靖正編 『最新 文学批評用語辞典』 研究社  

1998.8 １３．台湾文学論集刊行委員会編 『台湾文学研究の現在』 

緑蔭書 房  1999.3.31 １４．遠藤嘉基・池垣武朗著 『注解 日本文

学史』 中央図書  1999.4 １５．中島利郎他編 『日本統治期台湾文

学 日本人作家作品集 第 三巻』 緑蔭書房 1999.7 １６．台湾総督

府情報課編 河原功監修 『日本植民地文学精選集 15 〔台湾編３〕 

決戦台湾小説集 乾之巻／坤之巻』ゆまに書房  2000.9.25 １７．葉石

濤 『台湾文学史』 研文 2000.11.30 １８．エドワード・Ｗ・サイード

著 大橋洋一訳 『文化と帝国主義 Ⅰ』 みすず書房 2001.3 １９．

東アジア文史哲ネットワーク編 『＜小林よしのり『台湾論』 ＞を超

えて』 作品社 2001.4.25 ２０．『日本統治期台湾文学 文芸評論集』

(五冊) 2001.4 ２１．小森陽一 『ポストコロニアル』 岩波書店 

2001.4  ２２．姜尚中編 『ポストコロニアリズム』 作品社 

2001.11.25 ２３．河合敦 『早分かり日本史』 日本実業出版社 

2002.3.1 ２４．中島利郎・河原功・下村作次郎・黃英哲編 『日本統治

期台湾 文学』  綠蔭書房 2002 年 8 月 ２５．小熊英二 『〈日本

人〉の境界』 新曜社 2002.2 ２６．鈴木茂夫 『台湾処分 1945 年』 

同時代社 2002.4.10 ２７．『台湾海運ニ関スル雑集』 編者、出版社

は記入されていない 二．中国語（出版年月の順による） １．台灣銀

行經濟研究室編輯 『台灣關係文獻集零（第二冊）』  1972.12 ２．

廖雪蘭 『台灣詩史』 武陵出版社 1989.8 ３．許俊雅 『日據時期

台灣小說研究１、２』 國立編譯管主編  文史哲出版社 1995.2 ４．台

灣省文獻委員會 『台灣歷史文獻叢刊小琉球漫誌』 1996.9 ５．李筱

峰 『台湾史１００件大事（上）戦前篇』 玉山社  1999.10 ６．江

寶釵 『台灣古典詩面面觀』 巨流圖書 1999.12 ７．安德森著 『想

像的共同體』 吳叡人譯 時報 1999 ８．薛月順編 『台湾省政府檔

案史料彙編：台灣省行政長官公署時期 三』 國史館 １９９９年 

９．葉石濤 『台灣文学史綱』 春暉出版社 2000.10.20 １０．全台詩

編輯小組編撰 『全台詩 第壹冊』 國家台灣文學館  2004.2 Ｃ．論文 

一．日本語（出版年月の順による） １．神田喜一郎・島田謹二 「南

菜園の詩人籾山衣洲（中）／ （下）」 『台大文学』第五巻第六号／

第六巻第二号 1940.12／ 1941.4 ２．島田謹二 「台湾の文学的過現

未」 『文芸台湾』第二巻第二号  1941.5 ３．黃得時 「輓近の台湾

文学運動史」 『文芸台湾』第二巻第四号  1941.5 ４．北川透 「＜

国民詩＞という罠」 『戦争と文学』 笠間書院  1942.4 ５．黃得時 

「台湾文学史序説」 『台湾文学』第三巻第三号 1943.7 ６．胡適 

「文学革命運動」 『新文学運動史料』 帕米爾書 1980.3 ７．何義麟

『皇民化政策之研究―日據時代末期日本對台灣的教育政策與教化運動

―』 中国文化大学修士論文 1986.6 ８．君島和彦 「戦後歴史教育

と植民地支配」 『近代日本と植民地 ８ アジアの冷戦と脱植民地

化』 岩波書店 1993.6 ９．「西川満と日本植民地期台湾文学―西川



満の文学観―」 中島利 郎 『天理台湾研究會年報』第四号 1995.7 １

０．?川大無 「明治卅年代の台湾雑誌覚え書」 『日本統治期台 湾

文学 文芸評論集 第一巻』緑蔭書房 2001.4 １１．?川大無 「台湾

雑誌興亡史」 『日本統治期台湾文学 文芸 評論集 第二巻』 

2001.4 １２．神田喜一郎・島田謹二 「台湾に於ける文学について」 

『日 本統治期台湾文学 文芸評論集 第三巻』 2001.4  １３．北川

透 「＜国民詩＞という罠」 『戦争と文学』 笠間書院  2001.11 

１４．良本恵莉 『日本統治時代の台湾文学考』 淡江大学日本研究 

所修士論文 2002.6 １５．張文環 「雑誌『台湾文学』の誕生」 

『新文学雑誌叢刊 復 刻本』 東方文化書局 年月不詳。 二．中国

語（出版年月の順による） １．龍瑛宗 「日人文学在台湾」 『台北

文物』第３卷第３1954.12 ２．王詩琅 「日據時期台灣新文學」 『台

灣文藝』一卷三期 1964.6 ３．胡適 「文學革命運動」 『新文學運動

史料』 帕米爾書 1980.3 ４．柳書琴 『戰爭與文壇---日據末期台灣的

文學活動(1937.7∼ 1945.8) 』 台灣大學歴史學研究所修士論文 1994.6 

５．井手勇 『決戰時期台灣的日人作家與「皇民文學」』 成功大學 

歷史研究所碩士論文 1996.7 ６．李文卿 『殖民地作家書寫策略研究

―以皇民化運動時期《決戰台 灣小說集》為中心』 暨南國際大學中國

語文學系碩士論 2001.5.25 ７．良本恵莉 『日本統治時代の台湾文学

考』 淡江大学日本研究所 修士論文 2002.6 ８．廖炳惠 『關鍵詞

200』 麥田 2003.9 Ｄ．ホームページ（登載年月の順による） １．

陳其南 「台湾現代意識的軌跡」 『新世紀智庫論壇第２２期』  台

湾新世紀文教基金會 2003.6 ２．小田亮 『日常的抵抗論 Web 版』 

2003.12.10  

論文

頁數 
90 

附註 
 

全文

點閱

次數 
 

資料

建置

時間 
 

轉檔

日期  

全文

檔存

取記

錄 

 

異動

記錄 
M admin Y2008.M7.D3 23:17 61.59.161.35 

 


