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高島高 翁久允

1910年7月1日生 次男

中新川郡滑川町西町

（現滑川市加島町）

父・高嶋地作（医師・俳人）

妻・高道とし子

（富山市西田地方生）

1955年5月12日逝去

1888年2月8日生 次男

上新川郡六郎谷村

（現中新川郡立山町六郎谷）

父・翁源指（漢方医・漢籍）

妻・石黒キヨ

（上新川郡滑川町大字高月町

生）

1973年2月14日逝去
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高島高 翁久允

• 滑川男子尋常高等小学校

• 魚津中学校

• 日本大学文科予科

• 日本大学文科

• 昭和医学専門学校

（荏原区中延）

• 谷口尋常小学校（六郎谷）

• 啓迪高等小学校（富山市）

• 松本開高等尋常小学校(閉校)

• 五百石町立尋常高等小学校

• 富山県立富山中学校

• 正則英語夜学校（神田）

• 順天中学校

• ブレマートン ハイスクール

• Union Dental School (Portland)
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高島高 翁久允

• 1933(昭和8)年
萩原朔太郎、北川冬彦、千家元
麿、佐藤惣之助が選考委員の詩コ
ンクールで「北方の詩」が一等入選

• 1936(昭和11)年
3月 昭和医学専門学校卒業

• 1933(昭和7)年12月
〜1934(昭和)年4月

インド仏跡巡礼

• 1936(昭和11)年9月20日
「高志人」創刊

高志書房設立

『図説世界史大成』全十巻
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高島高 翁久允

• 1939(昭和14)年

4月末、突然、父が病気となり、
郷里滑川に帰って家業の病院を継
ぎ開業。自宅の離れを「北方荘」と
名付ける。

6月、佐藤惣之助来訪、宿泊。

滑川の橋場の突堤で釣りを楽しむ。

• 1939(昭和14)年

加藤金次郎の発起により「翁
会」設立される。〈東京と地方のか
けもちの為め、からだが三つあつても
足りない〉

5 月15 日 おわら保存会川崎順
二会長の計らいで、川路柳虹、佐
藤惣之助、横山美智子と一緒に
八尾町の城ケ山に行き、客人はお
わら節を堪能し、川崎邸に宿泊。
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大和民族の理想及信仰 高島高 (0001)

1940/03/07 「高志人」5巻3号 p. 55〔高志人往來〕

拜復

高志人拜受いたしました。「純眞大和民族の理想及信仰」*1を非常な
感銘をもつて讀ませていただきました。僕の心から敬愛する大先輩で
あられる貴方の御人柄實にしみじみ味ふことが出來ました。

*1 1940/02/05 「高志人」5巻2号 pp. 2-16
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ドストヱフスキーを讀み直す（高島高氏の來便） (0002)

1940/09/01 「高志人」5巻9号 pp. 44-45 〔編輯局日誌 八月十七日(土)〕

蕭啓、高志人落手いたしました「弟鳥巢」＊１いよいよ面白くなりまた。最も
活躍してゐられた週間(ママ)朝日時代のことを、大變よく知ることが出來まし
た。長官の『村を廻る』＊２を、菊池さん＊3が感心したことは、仲々おもしろい
と思ひます。僕も大分このごろではよく、それから少しづつ働く用意をしやう
と考へてをります。以前に大抵のものは讀みつくしたと思つてゐたドストエフ
スキーを病中あらためて讀むことによつて、はじめてそのたくましい魂の底
にふれることが出來、何かやはり、現實も見直すつもりになりました。

＊１ 「高志人」5巻2号から5巻11号まで9回連載された翁久允の随筆「弟鳥巢雜記」。「弟鳥巢」もしく
「弟鳥莊」とは、1934年9月に大森区鵜ノ木の自宅の呼び名。

＊ 2 矢野蓬矢（本名：兼三 1896〜1981）『随筆 村を廻る』（高志書房 1939）

＊ 3 菊池寛（1888〜1948)： 1940年6月７日、時局文芸家講演で来富。 矢野知事主催の午餐会が、
富山ホテルで開催され久允は出席。［5 巻7 号p. 68］
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鄕愁聖歌（萩野卓司著） (0004) 

1941/04/06 「高志人」6巻4号 p. 59 〔高志人往来〕

日本詩壇の吉川則比古氏序文によると、この著者は『學徒として最
高學府に進む靈魂の曙になつて燦びやかに而も愼ましやかに珠玉を
ちりばめた記念標をその途上に建ておかうとする」わかき詩人ある。
『憂愁風景』『愛と追憶』『歷程抒情』の三篇に盛つた小詩集である。淸
純な著人らしい詩情が一つ一つに盛られてある。富山高等學校三年
の生活が彼をして斯うした詩を歌はした。彼は『跋』の中に『これらの詩
は、生命への懷かしい鄕愁だ』と言つてゐる。さうして自からの未熟を
嘆いて「あまりに饒舌に過ぎた」と反省してゐる。ともかくも前途あるこの
若き詩人の將來に祝福あれ。 [無署名・翁久允]
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高島高詩集「山脈地帶」 (0005)
1941/07/01 「高志人」6巻7号 pp. 71-72 〔高志人往来〕

若い詩人でお醫者さん、そのお醫者さんが人の病氣を治さないで
自分の病氣と戰ひつゝ詩を作つてゐる。それは滑川の海岸が生んだ
高島高君である。

『北方の詩』を出して三四年にもなるか。若くから詩に親しんでゐた
北方の詩人は、その後、病に襲はれつゝ詩情を捨てない。彼は自らの
詩を未熟だと言ふかわりにデツサンだと言つてゐる。彼は思索にデツ
サンがなけねばならぬと主張する。若い時代からのデツサン詩が、彼
の精神の苦闘から、他日大成されるであらう。『これらを親しき人々並
びにわれを常に慰め、勵まし、復活せしめてくれる故鄕の山河にさゝ
ぐ』と言ふテヾケーシヨンをもつた詩集は北アルプスの自然を多く歌つ
てゐる。又奮作らしいありし日の夢も亦多い。 [無署名・翁久允]
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弟鳥巢：「あらし」 「美はしき果實」 「忿怒と慈愛」 (0006)

1941/07/01 「高志人」 6巻8号 p. 1

11

あらし

弟鳥巢
ジリ／＼氣味惡いものが迫つて來る。
何だらう。 誰にも見へない、わからない。

あらしが吹きすさぶ。
昨年も一昨年も、
このやうな「あらし」が吹いた。

わけて、今年の「あらし」に、
何か薄氣味の惡さを、 感ずるのは、何故だらう。

凄いと言ふものを、
見たことのない人達に、
ほんものゝ凄いものが、
忍びよりつゝある。



孤軍奮闘 滑川 詩人 高島高 (0007)

1941/08/05「高志人」6巻10号（五周年記念号） pp. 73-74〔はがき回答〕

一、『高志人」の孤軍奮闘はもつと認められてもいゝと思ふ。

二、主幹の「弟鳥巣」随筆等愛讀

三、今後更に高度の純粋なる文化への追求飛躍あらんことを祈る。こ
れは通俗と戰つてのみ眞の面目を發揮するものと思ふ。

四、文化はつねに人生の眞實を求めてのみ、はじめて文化としての生
命を持つものと考へる。その意味においてあくまで文化の問題は、形
式ではなく人間生活の眞實に徹してのみ、はじめて文化の問題となつ
てくるのである。かゝる覺悟をもつてこそ、眞の文化報國の眞志が生き
てくるものと確信するものだ。
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高志人俳壇 高志人詩壇を創設 俳句に金尾梅の門氏を
詩謡に高島高氏を (0012) 1942/09/01「高志人」7巻9号 表紙裏

〔...〕越中詩謠壇は過去に於て多彩な發達を見た。そして日本海詩人とか、
歌謠詩人などに幾多の佳作が鄉土詩人から發表された。それらの雜誌は廢
刊になつたり定期に出なくなったので、發表の機關がなくなった。 そこで、
歌壇・俳壇を新設したのだから、詩壇も又放つておくわけにゆかないやうな
氣がする。近年『北方の雪』とか『山脈地帶』など言ふ詩集を出版して、その
才を謠はれた高島高氏を客員として、この方面の指導を願ふことにした。

讀者にして、和歌に、俳句に詩に興味をもたれ、進んで創作しやうと思は
れる方々は左の宛名へ直接草稿を送つて頂きたいのである。每月の〆切は
十五日である。

歌壇 富山市木町 藻谷 銀河

俳壇 富山市歌塚町 金尾梅の門

詩壇 富山縣滑川町 高島 高
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太稚庵日誌 1955/06/10 「高志人」 20巻6月号 p. 56

五⽉⼗三⽇
高島高の死が報ぜられたので弔詞を書く

五⽉⼗四⽇
增田永修は輪番としてゞはなく友人として私と共に高島高の葬儀に
ゆく。滑川市養照寺である。来会者二百余。盛葬。弔詞を読む。市役
所に赤間市長をたずねたら病臥していると言ふので電話をかける。枕
もとにあるらしい。声は元気である。恢復したら山田君と対局するなど
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過去帳 1955/08/10 「高志人」 20巻8月号(206号) p. 53   (0394)

⾼島⾼（44）

医者になるよりも詩人、文士と言つたものになりたかつたのであらう。
が、父君の半茶翁がなくなると後を継がねばならず、不本意ながら医
者になつていたが、心はいつも詩に飛んでいた。召集されて仏印など
で軍医生活をしてから医術に対する考方もちがつたらしく、帰還後は
医院に没頭していた。 しかし、医術の話よりか詩とか画とか、書とか、
小説の話が好きだつた。もう二、三十年は充分に生きられるのに惜し
いことだつた。
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太稚庵日誌 1965/06/10 「高志人」 30巻6月号 pp. 63-64

九時富山荘へ。 高島高詩碑除幕式に東京から詩人北川冬彦がき
ているのだそうで、同君とは逢ったことがなかったが、高島からよく彼の
噂さをきいていた。行ってみると既に坂田嘉英、早川嘉一、萩野卓司
の三詩人が集っていた。萩野の自家用車に乗りこむ。英国製のオープ
ンカーでスマートである。今日は快晴で、立山連峰がくっきりと東天に
屏風のようにおさまっている。田植や菜の花の情景は越中の野の絵巻
となって点滅する。それを邪魔する不調和な建物などである。日本の
調和は到るところでこうして破壊されている。萩野君の父は森田茂治と
いって私が富中寄宿生だった頃の先輩だった。隣室の室長だった。元
気のいい男で盛んに詩吟していた。それが高志人をはじめる頃再会し
たら立派な医者になっていた。そんな思出話。

16


