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うたごえ運動で歌われた朝鮮の歌（３） 山根 俊郎 

今までの「青年歌集」発行年度 

今までに記述した「青年歌集」（第１篇～第５

篇）の発行年度は、次のとおりである。 

第１篇 1951年（昭和 26年）11月 25日初版 

1952年（昭和 27年）12月 10日４版発行 

1953年（昭和 28年）５月１日改訂発行 

1970年（昭和 45年）９月 15日改訂 

第２篇 1953 年（昭和 28年）３月 20日初版 

1953年（昭和 28年）６月１日３版発行 

1970年（昭和 45年）６月 15日改訂 

第３篇 1954年（昭和 29年）７月 15日発行 

1970年（昭和 45年）12月 10日改訂 

第４篇 1955年（昭和 30年）４月 10日発行 

1970年（昭和 45年）12月 10日改訂  

第５篇 1956年（昭和 31年）５月１日発行 

1970年（昭和 45年）６月 15日改訂 

「青年歌集」は 1951 年、1953 年、1954 年、

1955 年、1956 年と毎年 1 冊ずつ順調に発行さ

れた。しかし、第６篇は 3年間の空白の後 1960

年５月に発行された。第７篇も同年 12月に発行

された。1960年には第６篇、第７篇の２冊が発

行された。今後は、初版を所有していないので

再版・改訂版を資料として掲げる。朝鮮の歌の

内容は、初版と同一である。 

「青年歌集」第６篇 再版 

１９６０年（昭和 35年）５月１日発行 

１９７０年（昭和 45年）12月 10日再版 

定価 200 円、送料 45 円 編集者 関鑑子、発行

人 小出 孝、発行所 音楽センター 

北朝鮮の歌は、３曲収録されている。３曲と

も成功した社会主義を宣伝している。 

 なお、歌集Ｂ１は、後述する「セ ノレチプ第

１集」（1959 年８月１日発行・朝鮮青年社）の

掲載曲である。 

20「千里の駒に乗って」朴永世（ﾏﾏ）作詞、

金元均・趙吉石（ﾏﾏ）作曲、中央合唱団訳詞 

Ｐ76～Ｐ77   

1970 年再版 青年歌集 第６篇 

→元歌：１９５８年「われらは千里馬に乗り駆

ける」（ウリヌン チョンリマ タゴ タルリンダ・

우리는 천리마 타고 달린다）朴世永詞、金元

均・趙吉晳曲 歌集Ｂ１ P8 

 千里馬運動を歌った歌は多いがその内の 1 曲。

千里馬運動 出典: フリー百科事典『ウィキペディ

ア（Wikipedia）』 

千里馬運動（せんりまうんどう、チョルリマうんど

う）とは、5ヶ年人民経済計画（1957～61年）開始直

前の 1956年 12 月に金日成が朝鮮労働党全員会

議で提唱した、経済発展を促進し、社会を大躍進さ

せようという運動のこと。  

千里馬（チョルリマ）とは一日に千里を走る伝説

上の馬のことで、千里馬の勢いにあやかろうと命

名した。  

北朝鮮初の共産主義的大衆運動と呼ばれ、金

日成が 1956 年に降仙（カンソン）製鋼所を直接訪

問し、より多くの鋼材を生産することを指示したの

が千里馬運動の直接的な始まりだった。降仙製鋼

所は、後に千里馬製鋼連合企業所に改称された。

1960 年には平壌市に千里馬銅像が造られた。  
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21「協同組合村のうた」（リイ・ホラング作詞、

リィ・ドンジュン作曲、フォ・ナムキイ訳詞）

Ｐ77～Ｐ79 

→元歌：１９５９年「オルサ チョンネ われら

の組合」（オルサ チョンネ ウリチョハブ・얼사 

좋네 우리조합）李ホラン（호랑）詞＝李東俊、

李東俊曲。歌集Ｂ１ P３１ 

 北朝鮮では、朝鮮戦争後の 1954年から個人農

経営から農民を協同組合に加入させる社会主義

的集団化を進めた。1958年には 100%達成した、

と言われている。 

 

22「祖国」（リュ・チョンウォン作詞、キム・ヒ

ョック作曲、フオ・ナムキイ訳詞）Ｐ80 

→元歌：１９５６年「私の国」（ネナラ・내나라）

リュ・チョンウォン류정원詞、金革曲歌集Ｂ１ P12 

 ♪山河が美しい祖国 ここで生まれて 育った

ところ 栄誉ある労働で豊かな生活 社会主義の

明日を築くよ・美しいメロディで祖国愛を表現

した名曲である。しかし、在日朝鮮人に北朝鮮

に対する幻想を植え付けた歌のひとつである。 

１９５５年総連の結成 

１９５５年（昭和３０年）５月 25 日から 26

日に浅草公会堂において北朝鮮を支持する「在

日本公民団体」として在日本朝鮮人総聯合会（以

後「総連」と呼ぶ）が結成された。 

その後、総連には北朝鮮から文学や音楽など

北朝鮮の文献も多く送られてきた。 

「青年歌集」第６編以降に紹介された北朝鮮

歌謡もすべて総連から提供を受けた、と思われ

る。 

翻訳した許南麒（ホ・ナムギﾞ） 

総連系の詩人許南麒（ホ・ナムギﾞ）が第５篇

19 「襄陽（やんやん）八景」(朝鮮江原道 民謡、

李健雨編曲、許南麒訳詞)Ｐ96、に続き第６篇 

でも 21「協同組合村のうた」（リイ・ホラング

作詞、リィ・ドンジュン作曲、フォ・ナムキイ

訳詞）Ｐ77～Ｐ79と 22「祖国」（リュ・チョン

ウォン作詞、キム・ヒョック作曲、フオ・ナム

キイ訳詞）Ｐ80の 2曲を翻訳している。 

許南麒 出典: フリー百科事典『ウィキペディア

（Wikipedia）』許 南麒（허남기、ホ・ナムギ、きょ・な

んき、1918年 6月 24日 - 1988年 11月）は詩人。   

朝鮮語と日本語の両方で作品を発表。日本語で書

いた叙事詩「火縄銃のうた」で有名。在日本朝鮮文

学芸術家同盟委員長、朝鮮総聯中央副議長、朝

鮮民主主義人民共和国最高人民会議代議員。  

1918年 6月 24日、慶尚南道東莱郡亀浦面で出生。 

1931年亀浦普通学校卒業、釜山第二商業学校入学。 

1939 年夏、渡日。日本大学芸術学部映画科に編入

学し中退。中央大学法学部卒業。太平洋美術学 

   

許南麒「カップ創建 32 周年朝鮮文学の夕」1957

年。「在日朝鮮人綜合写真帖」1958 年朝鮮民報社 

校でも学ぶ。1942年、証券会社に就職。 

1945年秋から 1960年頃までの間、朝鮮語とともに日

本語の詩作を並行してやっていた。日本語における

詩作は、文学的な観点よりも、日本人に対するメッセ

ージを主たる目的としていた。 

1946 年、川口の朝聯学園（川口朝聯小学校）校長に

就任。 

1951年、神奈川朝鮮人中学校教務主任に就任。 

1952 年、関根弘、長谷川龍生、黒田喜夫、菅原克己

らの詩誌『列島』創刊時に編集委員として参画。 

1956年、朝鮮大学校講師に就任。 

1959年 6月、在日本朝鮮文学芸術家作家同盟（文芸

同）初代委員長に就任。 

1960年代以降、日本語での執筆は殆どなくなる。 

1965年、総聯中央文化部長に就任。 
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1966年、総聯中央常任委員会副議長に就任。 

1977 年、朝鮮民主主義人民共和国最高人民会議代

議員に当選。1988年 11月 17日死去。 

主な著書 

詩集『日本時事詩集』（朝日書房、1952年） 

『詩集 朝鮮冬物語』（青木書店、1952年） 

『火縄銃の歌』（青木書店：1951 年、青木文庫：1952

年）『巨済島』（理論社、1952年 9月） 

『許南麒詩集』（東京書林、1955年 7月） 

『朝鮮海峡』（国文社、1959年） 

『許南麒の詩』（同成社、1979年 10月） 

翻訳 

『朝鮮はいま戦いのさ中にある』（三一書房、1952 年

2 月）、趙基天『長篇叙事詩集 白頭山』（ハト書房、

1952年4月）『春香伝』（岩波文庫、1956年7月）、『現

代朝鮮詩選』（朝鮮文化社、1960年9月）、趙基天『長

篇叙事詩集 白頭山』（太平出版、1974年 2月） 

「青年歌集」第７篇 再版 

 
1970年再版 青年歌集 第７篇 

１９６０年（昭和 35年）12月１日発行 

１９７０年（昭和 45年）11月５日再版 

定価 200 円、送料 45 円 編集者 関鑑子、発行

所 音楽センター、発行人 小出 孝、 

「北朝鮮の歌」は、３曲収録されている。  

23「ポチョンボはわがふるさと」（徐淳吉作詞、

李冕相作曲 ）Ｐ85、Ｐ90 

→元歌：１９５５年「私の故郷 ポチョンボ」

（ネゴヒャン ポチョンボ・내고향 보천보、徐淳

吉作詞、李冕相作曲）歌集Ｂ２ P８ 歌集Ｂ２は、

後述する「セ ノレチプ第２集」（1960年３月発

行・朝鮮青年社）の掲載曲である。 

普天堡の戦い 出典: フリー百科事典『ウィキ

ペディア（Wikipedia）』⚠この記事には複数の

問題があります。普天堡の戦い（ふてんほのた

たかい、ポチョンボのたたかい、보천보전투、

普天堡戰鬪）は、1937年 6月 4日、満州に展開

していた東北抗日聯軍として活動し日満国境を

越えてきた金日成こと金成柱率いる一隊（のち

の満州派）、及び同じく東北抗日聯軍に籍を置き

朝鮮甲山郡を本拠地に朝鮮内で活動していた朴

金喆の率いる一隊（のちの甲山派）が普天堡（ポ

チョンボ）で行った赤色テロ事件である。 

 

1955年という早い時期に金日成の抗日武装闘

争を讃えている。1961年に人民芸術家の称号を

得る第一人者李冕相（リ・ミョンサン 1908-1989）

が作曲している。宣伝として重要な歌である。 

24「作業場の休憩」（李東俊作曲）Ｐ86、Ｐ87 

→元歌：１９５９年「職場の休息」（イルトエ  ヒ

ュシク・일터의 휴식）李ホラン（호랑）詞＝李

東俊、李東俊曲。歌集Ｂ１ P27 

 工場労働者が昼の休憩時間に民謡を歌い踊っ

て楽しんでいる情景を歌った。労働の喜びを表

現している。作詞した李ホラン（호랑）は作曲

した李東俊（リ・ドンジュン）と同一人物である。

後の歌集には「作詞・作曲 李東俊」と記されて

いる。第６編の 21「協同組合村のうた」より有

名で現在まで残っている。 

25 海のロマンス（フォチンケ作詞、リ・チャウン

作曲、中央合唱団訳詞）Ｐ88－Ｐ89 

→１９５８年「海のロマンス」（パダエ ナンマ

ン・바다의 랑만）許진계詞、李차윤曲 歌集Ｂ２ 

P20   
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「セ ノレチプ」（새노래집）第１集 

 

「セ ノレチプ」（새 

노래집・新しい歌集）

第１集 

値段２５円、送料８円 

１９５９年８月１日

初版 

１９６２年５月１日

第 14版 

編集：在日本朝鮮文学

芸術家同盟  

発行：朝鮮青年社     

東京の K. A.C（コリア アーツセンター）李喆雨

（イ・チョルウ）さんからコピーさせていただき

ました。感謝します！！ 

おそらく、この歌集は、在日朝鮮人を対象に制

作された朝鮮語版（国語版）の最初の歌集と思わ

れる。折しも在日朝鮮人の北朝鮮への帰還運動

（1959年 12月～）の熱狂の中で爆発的に売れた。

１９５９年（昭和 34年）８月１日初版、以降２

年９ケ月の１９６２年（昭和 37年）５月１日に

第 14版を発行している。 

32曲が収録されている。北朝鮮の永遠の大ヒ

ット曲である「金日成将軍の歌」（ｷﾐﾙｿﾝﾁｬﾝｸﾞ

ﾈﾉﾚ・김일성장군의노래 1946年 李燦作詞・金元

均作曲）も勿論掲載されている。この歌は、「青

年歌集」第 1 編の１９７０年（昭和４５年）９

月 15日改訂版には、載せられた。 

 当然、「愛国歌」（ｴｸﾞｯｶ・애국가 1947年 朴

世永作詞・金元均作曲）も載せられている。 

「セ ノレチプ」シリーズは１９６４年第７集ま

で発行された。 

第２集１９６０年３月初版 ２５曲、 25 円  

第３集１９６０年３月 5 日初版 ３４曲、25 円 

１９６１年７月１日第４版 

第４集１９６１年１月 20 日初版 ２６曲、25 円 

１９６１年６月１日第２版 

第５集１９６１年７月 20 日初版 ２５曲、25 円 

第６集１９６３年６月４日初版 ２４曲、35 円 

第７集１９６４年５月 25 日初版 ２９曲、35 円 

「青年歌集」第８篇 改訂版 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1970年改訂版 青年歌集 第８篇 

１９６２年（昭和 37年）12月１日発行 

１９７０年（昭和 45年）６月 20日改訂 

定価 200 円、送料 45 円 編集者 関鑑子、発行

所 音楽センター、発行人 神谷 国善、 

「北朝鮮の歌」は、３曲収録されている。  

26「平壌は心のふるさと」（ハツ・セイヨン作詞、

モー・ヨンイル作曲、関鑑子訳詞）Ｐ95－Ｐ96 

→１９６０年「平壌は心のふるさと」（ピョンヤ

ウン マウメ コヒャン・평양은 마음의 고향）朴世

永詞・毛英一曲 

大同江や牡丹峰など美しいピョンヤンの風景

を歌っている。 

27カッコウ（崔源根作詞、毛英一作曲、関鑑子

訳詞）Ｐ96－Ｐ97 

→１９５７年「かっこう」（ポクｸセ・뻐꾹새）

崔源根詞・毛英一曲  

親しまれているかっこうの鳥を歌っている。 

28統一列車は走る（ハッ・サンムン作詞、モー・

ヨンイル作曲、中央合唱団訳詞Ｐ98－Ｐ99 

→１９６１年「統一列車は走る」（トンイルヨル

チャ タルリンダ・통일열차 달린다）朴サンウン

（산운）詞・毛英一曲 

 南朝鮮（韓国）で４・19 学生革命が起こり、

統一の機運が高まり、北朝鮮の千里馬型トラク

ターやクレーン、ビニロンや絹の服、文化住宅

の建材を統一列車に載せて貧しい南の同胞に届

けてあげよう！という同胞愛の歌。 （続く） 


