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刊行のことば 

 

 お茶の水女子大学の百年間の歴史は、わが国女子の最高学府として歩み続けた、苦闘と栄光の女性史である。 

 一世紀を越えた本学の歴史は、明治八(一八七五)年十一月、東京市本郷区湯島三丁目二四番地、現在の国電御茶の水駅の北方の 

地に、政府によって設立され開校した、東京女子師範学校に始まる。その設立は、女子の学校教育を普及させるための、女子の教 

員養成を目指したものであった。この学校が、のちに、女子高等師範学校に昇格して、附属の高等女学校とともに、長く“お茶の 

水”の通称で親しまれるようになってきたのであり、さらに、現在大塚の地へ移転したにもかかわらず、この学校の後身である本 

学が「お茶の水女子大学」の名称を有しているのは、このような由来があるからである。 

 明治四十一(一九〇八)年に東京女子高等師範学校と改称するまでの約二十年間は、本校が官立ではわが国唯一の女子高等教育機 

関であったことから、教職以外に、学問研究や他の専門職を志す生徒までもここに活路を求めるようになってきて、たとえば、本 

邦女医第一号を当時の卒業生のなかに見出せるなど、本学百年の歴史に特有のキャラクターを付加した時代と考えられている。さ 

らに明治四十五年には、本校大講堂で一般市民に公開の第一回女子通俗講話会が開かれ、入場者約二千名をみるなど、今日の公開 

市民講座の嚆矢を当時において見ることができるのである。 

 関東大震災ののち、昭和三年十一月、本校は大塚に移転を開始し、この時から本学の歴史は大塚に始まる。そして、教育、研究 

を余すところなく寸断したあの苛烈な戦争も遂に終息し、動員、疎開の地から三々五々帰校してきた生徒たちが、教官とともに、 

寒空の下で教育の再開を涙を流して喜びあった姿もまた、本史の伝えるところである。 

 女子教育の振興は、終戦直後からの日本政府の方針であった。文部省は、国立大学について一府県一大学の原則を入れて、昭和 

二十三年六月、新制国立大学実施要綱を定め、そのなかで女子大学に関しては、女子教育振興のため、とくに国立女子大学を東西 

二か所に設置したのであった。昭和二十四年五月、国立学校設置法が公布され、新制国立大学、六十九大学が発足したなかで、単 

独に昇格した小規模大学の例も数少ないが、本学が、とくに、名実ともに女子の最高学府であったという長いあいだの伝統と自負 

を背景に、専門の学術を教授、研究する女子の国立総合大学に昇格したことは、当時の教職員、生徒、卒業生一同の大きな喜びで 

あった。 

 本学は新制お茶の水女子大学としてその歴史を刻み続け、昭和五十(一九七五)年十一月一日、創立百周年記念式典を挙行した。 

想えば、本学百年の歴史は必ずしも平穏のそれではなかった。女性の行く手を阻む厚い障壁をものともしない先人先輩の、今日想 

像も及ばぬ刻苦と精励とによって、附属幼稚園から大学院人間文化研究科(博士課程)まで、本学の今日の輝かしい姿が誕生し、育 

成されてきたのである。今、この来し方をさらにのり越えて、本学の新しい歴史を創造するところに、本学の朱来がかけられてい 

るのであり、この百年史刊行の意義もまた、そこに存在するものである。 

 最後に『百年史』刊行に御尽力いただいた、学内外の各位に深甚の謝意を表する次第である。 

  昭和五十九年三月 

                                      お茶の水女子大学長 

                                             藤巻正生              

 

凡例 

 

 一、重要事項には西暦年を()内に入れた。 

 二、人名のあとには、必要に応じて西暦による生没年を入れた。 

 三、古い文体の引用文については、原則として原文のままとしたが、読み易くするため、句読点や濁点をつけ、漢文 

  体は書き下し日本文体に改め、ふりがなを付したものがある。また、漢字は新字体に改めた。 

 四、出典は必要最少限度にとどめ、出版元の記述は省略した。 



 五、引用文中の〔〕は、引用者の注記である。また、明らかな誤りは訂正し、疑義がある箇所には〔ママ〕と傍注した。 

 六、書名、雑誌名、文書綴等は『』(欧文はイタリック体)で示し、論文名、パンフレット等は「」で示した。 

 七、記述内容は、原則として昭和五十年度(創立百周年)までとしたが、必要に応じてそれ以降にも言及している場合 

  がある。 
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   開校の時と場所(三) 設立の意義(七) 開校の準備(一〇) 開校式(一三) 

 第二節 東京女子師範学校から東京師範学校女子部へ 
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   生き方(一一七) 

 

第三章 東京女子高等師範学校時代 

 第一節 新発足 

   校名の変更(一二二) 外国人特別入学規程の制定(一二三) 明治四十三年・大正三年・同八年の規則改正(一二六) 

   校地の拡張、校舎の改築と事務機構の整備(一三〇) 教育実習の制度(一三三) 入学者決定のしくみ(一三五) 一部・ 

   二部制の廃止と選修学科目の設置(一三八) 学資支給制度と卒業生服務制度の変遷(一四〇) 通俗講話会と女子教 

   育研究部(一四三) 開校四十年分立二十五年記念式(一四六) 学問の府(一四七) 



 第二節 移転と整備 
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   および各学科課程の改正(一八四) 昭和十九年学科課程改正と教職員数(一九〇) 日本文化講義その他(一九一) 東 

   京特設中等教員養成所・東京女子臨時教員養成所の設置(一九三) 集団勤労作業から学徒勤労動員へ(一九五) 如 

   蘭報国会・特設防護団・碧素工場(二〇一) 選修制の発展(二〇五) 本校の戦災(二〇九) 戦時体制の解除(二一四) 

 第四節 生徒の生活と卒業後 
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   等師範学校」史(二六五) 
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   戦後教育改革における女子教育問題(二六九) 旧制大学令による国立女子大学の設立計画(二七五) 米国教育使節 

   団の報告と女子教育(二七九) 女子教育研究会と女子大学連盟および大学婦人協会(二八一) 教育刷新委員会と新 

   制大学(二八六) 大学基準の制定(二八七) 新制女子大学の創設(二九二) 「東京国立女子大学」設置認可の申請(二九六) 

   「お茶の水女子大学」の名称と発足(三〇七) 附属学校・幼稚園の改編と新設(三一四) お茶の水女子大学開学記 

   念式とレッド・パージ(三一八) 
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   題(四一〇) 就職・アルバイト(四二〇) 奨学援護(四二二) 生協および学生会館問題(四二五) 学生自治会の活動と学 

   生運動の経過(四二九) 最近の状況(四三八) 婦人の職業と専門研究者(四三九) 

 

第五章 お茶の水女子大学の発展と現状 

 第一節 大学院修士課程の設置その他 

   旧学制および新学制における大学院制度(四四四) 大学院家政学研究科(修士課程)の設置(四四九) 大学院理学研 

   究科(修士課程)の設置(四五〇) 創立九十周年記念式(四五二) 大学院人文科学研究科(修士課程)の設置(四五三) 
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   入学者選考制度の改革(四五九) 大学設置基準の改訂と学部履修規程の改訂(四六三) 外国人留学生(四六六) 女性 

   文化資料館(四六七) 

 第二節 大学院人間文化研究科(博士課程)の設置その他 



   大学院設置基準の制定と大学院制度の整備(四六七) 本学における人間文化研究科(博士課程)設置の趣旨(四六八) 

   人間文化研究科の専攻と講座の要旨(四七〇) 人間文化研究科の開設(四七三) 

 第三節 お茶の水女子大学の現状 

   大学の現状(四七四) 学生・卒業生の現況(四七四) 百年の歴史を顧みて(四九二) 

 

  各説 

 

第一章 文教育学部 

 第一節 総記 

   旧制時代の文科(五〇三) お茶の水女子大学文教育学部(五〇五) 大学院人文科学研究科(修士課程)(五〇六) 

 第二節 哲学科 

   「修身」「倫理」から「哲学科」へ(五一〇) 哲学科の創設(五一〇) 学生の教育・研究(五一一) 哲学科の発展(五一二) 

   学生の教育・研究のその後(五一三) 教官の研究活動(五一四) 

 第三節 史学科 

   旧制の時代(五一八) 史学科の創設(五二〇) 史学科の発展(五二一) 教官の研究活動(五二二) 学生の教育・研究(五二四) 

 第四節 地理学科 

   旧制の時代(五二六) 新制大学発足以降の地理学科の発展(五二七) 教官の研究・教育活動(五二九) 学生の教育と 

   卒業生の活動(五三二) 

 第五節 文学科 

  Ⅰ 国文学国語学専攻 

   旧制の時代(五三三) 新制大学発足と本専攻(五三五) 大学院修士課程の設置(五三七) 雑誌『国文』など(五三八) 教 

   官の研究活動(五三九) 

  Ⅱ 中国文学中国語学専攻 

   旧制の時代(五四〇) 新制大学の発足と本専攻(五四〇) 学生の教育・研究(五四一) 教官の研究活動(五四四) 

  Ⅲ 英文学英語学専攻 

   沿革(五四五) 教官の研究活(五四八) 学生の教育・研究・その他の活動状況(五五〇) 

  Ⅳ 仏文学・仏語(仏文学仏語学専攻) 

   沿革(五五二) 教官の研究活動・学科の現状(五五三) 

  Ⅴ 独文学・独語 

   旧制の時代(五五四) 新制大学の発足と独文学・独語(五五四) 教官の教育・研究活動(五五六) 

 第六節 教育学科 

  Ⅰ 教育学専攻 

   旧制の時代(五五七) 教育学科の創設と本専攻(五五九) 創設期の教官の研究活動(五六〇) 学生の教育(五六一) 大学 

   院修士課程成立以前の変遷(五六二) 修士課程の設置(五六三) 修士課程成立後の推移(五六五) 教官のその後の研 

   究・教育活動(五六六) 

  Ⅱ 表現体育学専攻 

   旧制の時代(五六七) 新制大学の発足と体育学専攻(五六九) 学生の教育・研究(五七〇) 舞踊教育学専攻(修士課程) 

   の設置(五七二) 教官の研究活動(五七三) 

  Ⅲ 音楽教育学専攻 

   旧制の時代(五七五) 音楽教育学専攻の創設(五七六) 音楽教育学専攻の発展(五七七) 教官の研究活動(五七八) 学生 

   の教育・研究(五七九) 

 



第二章 理学部 

 第一節 総記 

   旧制時代の理科(五八〇) お茶の水女子大学理学部(五八一) 大学院理学研究科(修士課程)(五八四) 

 第二節 数学科 

   旧制の時代(五八六) 数学科の創設から現在まで(五八九) 教官の研究活動(五九四) 

 第三節 物理学科 

   旧制の時代(五九五) 物理学科の創設(五九七) 物理学科の変遷(五九八) 大学院の設置(五九九) 実験室などの整備・ 

   充実(六〇〇) 教官の研究活動(六〇一) 学生の教育と活動(六〇三) 

 第四節 化学科 

   旧制の時代(六〇五) 化学科の創設(六〇六) 化学科の発展(六〇八) 教官の研究活動(六一一) 

 第五節 生物学科 

   旧制の時代(六一四) 生物学科の創設と発展(六一六) 教官の研究活動(六一九) 学生の教育・研究(六二二) 標本室な 

   どのこと(六二七) 

 環境科学(総合コース) 

 

第三章 家政学部 

 第一節 総記 

   旧制時代の技芸科・家事科・家政科(六三〇) お茶の水女子大学家政学部(六三三) 大学院家政学研究科(修士課 

   程)(六三五) 

 第二節 児童学科 

   児童学科の創設・講座の沿革(六三七) 児童学科の発展(六三九) 教官の研究活動(六四一) 学生の教育・研究(六四三) 

 第三節 食物学科 

   旧制の時代(六四五) 学科・講座の制度的沿革(六四六) 教官の主な研究活動(六四七) 学生の教育と研究(六五〇) 

 第四節 被服学科 

   旧制時代の担当教官(六五一) 新制大学設立後の学科・講座の制度的沿革(六五三) 教官の研究活動(六五五) 学生 

   の教育・研究(六五七) 

 第五節 家庭経営学科 

   旧制の時代(六六〇) 新制大学発足後(六六一) 家庭経営学科の設置と進展(六六一) 教官の研究活動(六六三) 学生の 

   教育・研究(六六四) 

 

第四章 附属施設 

 第一節 附属図書館 

   御茶の水時代の図書室(六六七) 大塚移転後(六七〇) 大学附属図書館となって(六七一) 新図書館の開館(六七三) 

 第二節 臨海実験所 

   沿革(六八二) 研究活動(六八五) 学生の教育と研究(六八六) 

 第三節 食物化学研究施設 

   沿革(六八八) 施設(六九〇) 研究用機器(六九〇) 研究活動(六九一) 

 第四節 その他の附属施設 

   保健管理センター(六九五) 女性文化資料館(六九六) 電子計算機室(六九八) ラジオ・アイソトープ実験室(六九九) 

   極低温実験室(七〇〇) 語学練習室(七〇二) 教育内容研究システム(七〇三) 志賀高原体育運動場(七〇四) 学寮(七〇九) 

   食堂(七一五) 

 



第五章 附属学校・幼稚園 

 第一節 附属高等女学校 

   東京女学校および東京女子師範学校英学科・別科・予科の時代(七一七) 東京女子師範学校付属高等女学校の 

   時代(七一九) 東京高等女学校の時代(七二〇) 女子高等師範学校附属高等女学校の時代(七二二) 東京女子高等師 

   範学校附属高等女学校の時代(七二五) 制服と校章(七二八) 

 第二節 附属高等学校 

   東京女子高等師範学校附属高等学校の時代(七三三) お茶の水女子大学文教育学部付属高等学校の時代(七三五) 

   教官の教育研究活動(七四一) 生徒生活の指導(七四二) PTA・同窓会(七四四) 

 第三節 附属中学校 

   東京女子高等師範学校附属中学校の時代(七四八) お茶の水女子大学文教育学部附属中学校の時代(七四九) 教官 

   の教育研究活動(七五一) 生徒生活の指導(七五四) PTA・同窓会(七五六) 

 第四節 附属小学校 

   東京女子師範学校附属小学校の時代(七六一) 女子高等師範学校附属小学校の時代(七六二) 東京女子高等師範学 

   校附属小学校の時代(七六七) 東京女子高等師範学校附属国民学校の時代(七七一) お茶の水女子大学文教育学部 

   附属小学校の時代(七七二) 教官の教育研究活動(七七四) 児童生活の指導(七七八) PTA・同窓会(七七九) 

 第五節 附属幼稚園 

   創設の経過(七八三) 開園当初の保育(七八四) 明治十四年の保育課程改訂と明治十七年の幼稚園規則改訂(七八六) 

   保姆養成と保育理論の移入(七八八) 中村五六主事と保育研究(七九〇) 分室の開設(七九一) フレーベル会の創立 

   と『婦人と子ども』誌創刊(七九二) 附属幼稚園細則と保育要項の制定(七九四) 「新保育」の模索(七九六) 震災と 

   仮園舎(七九八) 日本幼椎園協会と幼稚園令の発布(八〇〇) 「誘導保育」と保育研究(八〇一) 戦時下の保育(八〇三) 

   戦後教育改革と附属幼稚園(八〇四) 近年における附属幼稚園の保育(八〇五) PTA・同窓会(八〇八) 

 第六節 東村山郊外園 

   東村山郊外園の誕生(八一一) 開設当時の文書および施設(八一二) 戦時下の郊外園教育(八一三) 戦後の郊外園(八一四) 

 

第六章 桜蔭会 

 第一節 桜蔭会とその創立 

   会員(八一六) 会の沿革(八一六) 

 第二節 関東大震災と会の対応 

   関東大震災と東京連合婦人会(八一八) 桜蔭会の対応(八一九) 

 第三節 桜蔭高等女学校 

   桜蔭高等女学校の設立(八二〇) 桜蔭学園の現状(八二一) 

 第四節 母校昇格運動 

   運動の経緯(八二二) 

 第五節 第二次世界大戦とその後の復旧 

   女子工業教育(八二四) 会の戦中・戦後(八二五) 

 第六節 会員の業績と活動 

   学術研究上の業績(八二七) 教育界における活動(八二七) さまざまな分野における活動(八二八) 

 第七節 会の現況と活動 

   会の目的と代表者(八二九) 講習会・講演会の開催と調査活動(八三〇) その他の活動(八三〇) 

 年表・付表・付図 

   年表(八三五) 卒業者数(八五四) 教職員定員現員数(八六〇) 敷地建物略図(八六四) 

 あとがき 



総説   

  第一章 東京女子師範学校時代 

 

第一節 創 立 

 

 開校の時と場所 

  

 一世紀を越えたお茶の水女子大学の歴史は、明治八(一八七五)年、政府によって設立された東京女子師範学校が、東京市本郷区 

湯島三丁目二四番地(現文京区湯島一丁目五番四五号)に開校した時に始まる。 

 本校の開校日について、史書・年誌類のなかに、これを明治七年三月十三日としているもの、明治八年であってもその日を十一 

月二十九日としているものなどが見られる。七年三月というのは、時の文部卿木戸孝允によって設立の布達が出された日であり、 

それゆえ、この説をとる史書類は、法令の布達日をもって開校の日と見たのであろう。 

   この三月の設立の布達は、七年一月四日の文部少輔田中不二麿による太政大臣宛設立建議書をうけて出てきたものであった。 

  これは、「女子ノ教育」が「男子ト相軒輊〔ケンチ〕スル〔優劣の差が生じる〕」ことのないよう「女子師範学校ヲ設クル」こ 

とが「一大要務」であると述べている(国立公文書館蔵『公文録』文部省之部 明治七年一月 文部省伺)。この伺は同年一月 

二十日「伺ノ通」裁可され(同館蔵『太政類典』二編二四五巻)、続いて、布達第九号として次のような行政命令が発せられた。 

  「今般第一大学区東京府下ニ於テ、女子師範学校設立致候条、此旨布達候事。但生徒募集ノ方法等ハ追テ可相達事」(『公文録』 

文部省之部 明治七年三月)。この日付が七年三月十三日である。 

 しかし、この日、設立の行政命令は発せられたというものの、この学校の教育の実体はなんら存在せず、敷地もまだないし、校長 

も教員も決っていなかった。 

 明治八年十一月二十九日は、東京女子師範学校の校舎が落成して、開校の式典が行なわれた日である。したがって、この日を開 

校日とする説は、式典の開催をもって開校と判断したのであろう。しかしながらこの式典の次第を見てみると、行啓された皇后の 

前で、すでに当校の生徒三人が、国史、物理、算術などの学問を講じて御覧に供している。このような行事は、普通の入学式の時 

のように、当日はじめて生徒を集めていたのではできないことである。このことは、当日に先立って、教員と生徒の決定はもちろ 

んのこと、さらに両者のあいだでなにほどかの授業が行なわれていて、はじめて可能となることであろうと思われる(東京女子高等 

師範学校『東京女子高等師範学校六十年史』昭和九年〔以後『六十年史』と略称する〕、尾鍋輝彦「お茶の水女子大学の創立」『お 

茶の水女子大学人文科学紀要』二七巻二、昭和四十九年、など参照)。 

 同年の十月二十日から二十七日のあいだに、第一次の入学試験が行なわれ、合格者が発表されている。とすると、開校式の日は 

ともかくとして、この合格者発表日から数日ないし十数日後、式典の前日までのあいだの授業開始の日をもって、この学校による 

女子の教育の開始日とすべきであろう(ただ本学では明治三十七年以来、十一月二十九日を開校〔創立〕記念日としている。一四六 

頁参照)。 

 開校の場所についても異説があり、これを東京市神田区宮本町八番地とするものが見られる。しかし、すでに『六十年史』で明 

らかにされているように、この宮本町というのはあくまで予定地のままにとどまり、実際の場所は湯島三丁目と確定してよいであ 

ろう。すなわち、現在の国電御茶の水駅の北方、東京医科歯科大学のあるところである。本校は、その位置する地名から、附属の 

高等女学校とともに長く“お茶の水”の通称で親しまれるようになり、大塚の地へ移転後もその通称は変らなかった。新制大学と 

なる際に、「お茶の水女子大学」と称したのは、この創立の地にちなんでのことである。 

   『女子高等師範学校沿革大要』(創立から明治三十二年までの本校の沿革について、明治三十三年三月より三十六年七月にわ 

たり助教授広瀬豊十郎が命を奉じて編纂したもの。そのあとをうけて、大正二年に『東京女子高等師範学校沿革大要 其ノ二』 

が編纂された。以後『沿革大要 一』『沿革大要 二』と略称する)の第二編「創業史」によると、「乃チ府下神田区宮本町八 

  番地ヲト〔ボク〕シテ女子師範学校創立ノ地トナス。其地坪実ニ七千四百十六坪余」とある。同書第一編「沿革史大要」には 

「同年〔明治七年〕三月本郷区湯島三丁目ヲトシテ東京女子師範学校ヲ創設セシム」とある。佐藤豊忠編輯『木板東京大小区 

分絵図』(明治八年)中の明治八年十一月刻成「東京第四大区小区分絵図」には、同大区五小区の堀端に「師範学校」、その西に 



続いて「文部省御用地」、その北が「湯シマ四丁メ」とある。この「文部省御用地」が女子師範学校の敷地になったと思われる。 

明治十一年六月地理局地誌課製、十二年十月校補の『実測東京全図』では、「書籍館」の西隣に「女子師範学校」があり、その 

左に「幼稚園」とある。松浦宏『銅版東京大小区分絵図』(明治七年)中の明治七年十一月刻成「第四大区五六小区」では「文 

部省師範学校」の西に「文部省御用地」があり、その西北隅に湯島四丁目の三、四、五、六番地がくい込んでいる。この図の 

神田神社の南道路に「神田宮本町」とあるが、その八番地は旧昌平坂学問所構内の番地であった。飯田錦之助『東京十五区分 

地図』(明治三十七年)中の「神田区全図」にある宮本町八番地は神田神社の西の小さな土地である。このなかの「本郷区全図」 

では、湯島三丁目のうちに「高等師範学校」、その西に「女子高等師範学校」「同附属高等女学校」「同附属小学校」、その北に 

  「幼稚園」とある。 

   「御茶の水」という地名が、徳川将軍に提供したお茶の水に由来することは、広く知られている。そのいきさつについては 

諸説があるが、おおよそ次のとおりだと思われる。 

   現在文京区向丘二丁目三七番に高林寺という曹洞宗の寺がある(この地は町名改正前は駒込蓬莱〔ほうらい〕町といった)。 

高林寺の由緒書によると、慶長元年江戸神田村に創立され、開山は桂巌和尚という。慶長八年に家康が征夷大将軍の宣下をう 

けると、彼はただちに諸国の大名に命じて江戸市街の大拡張にとりかかり、神田山を切り崩してその土で海を埋めたて、その 

時今の日本橋浜町から新橋に至る地区ができた。そのため高林寺は慶長九年、湯島に表七十六間裏へ一三六間の地(約三四、０ 

００平方メートル、ほぼ一万坪になる)を与えられて移転した。桂巌から四代目の白州全龍和尚の時、寺の境内から清い泉が涌 

き出し、このことが三代将軍家光に聞こえ、この水をお茶の水として献上した。高林寺に保存されている元禄元年十月付の奉 

行所役人宛の訴訟文書によると「寺中より清水湧出、大猷院様〔家光〕え御茶之水に差上申、鎰〔かぎ〕をも寺に預置、御茶 

之水桶に鉄印を押、指上申候。先年酉之歳〔明暦三年〕大火事前〔迄〕、御茶之水差上申候。依之御茶の水高林寺と申候」とあ 

る。 

 現在御茶の水駅の向かい側にある交番の脇に「御茶の水」の石碑があり、その傍に御茶の水の由来を記したもうひとつの碑 

がある。その文は、昭和七年から四十年以上も駒込高林寺の住職であった田中良彰師が書いたものである。中村薫『神田文化 

史』(昭和十年)のなかの「御茶の水と高林寺の起立」の項も同師が書いたもので、ともに水を献じたのは二代将軍秀忠となっ 

ている。前に引いた古文書や寺の由緒書では大〔猷〕院すなわち家光となっているが、年代から考えて秀忠の時代からかもし 

れない。いずれにしても、「御茶の水」が高林寺に由来することは確かなようである。この寺が移転してのち、またこの名水が 

なくなってのちも、このあたりが「御茶の水」と呼ばれ続けたことは、元禄三年の「江戸御大絵図」や嘉永・安政の頃の「江 

戸切絵図」にこの地名が記されていることからみて明らかである。 

 

 設立の意義 

 

 文部省の女子師範学校設立の意図が、女子の教育を普及させるための女子の教員の養成を目指したものであったことは、先に引 

用した文部卿の伺書に明らかである。この意図、ひいては本校設立の持っていた歴史的意義を明らかにするために、当時の学校設 

立状況や、社会一般の人びとの通念に触れておくことにしよう。 

 東京女子師範学校は、女子の学校である。しかしながら、わが国の当時一般の通念では、女子むけの教育という考え方はあって 

も、女子のために特別の学校をという考え方は、きわめて弱かった。徳川幕藩体制のもとでわが国の学芸は栄え、学校も、幕府、 

諸藩や私人によって数多く設立された。しかし、それらの学校は武士の男子のためのものであり、そこでは女子は無視されていた。 

維新前後、若干の女子の学校が設立されたが、以後も永続したのはのちのフェリス女学院、神戸女学院など、居留地すなわち治外 

法権地区につくられたミッション系の外国籍私人の経営になるものであった。東京女子師範学校設立が発議される以前に開校して 

いた公立校といえば、新英学校及女紅場(明治五年五月開校、京都旧九条河原町邸)一校があるのみであった。国立校では、明治五 

年創立の東京女学校(一般に竹橋女学校と呼ばれた)と開拓使女学校の二校を数えるのみであった。しかも、この国立の女学校は設 

立をみたものの不安定をきわめた。結局、後者は東京から札幌に移ったのち、九年五月に廃校となり、東京女学校の方も、維新政 

府にとって最大の内乱となった西南戦争に伴う経費節減のため、翌十年には廃校となってしまった。 

   天保八(一八三七)年の日付のある「女学校発起之趣意」と題する文書が残っている。筆者は江戸西久保に住んで増上寺領の 



  地方調役をしていた奥村喜三郎(号城山)と称する人物である。この文書は『六十年史』の著者によって、わが国で「女学校」 

  という名称の使われた最初のものとされている。この「女学校」設立計画書は提案だけに終ってしまった。しかし、「女」と 

  「学校」をむすびつける考え方が、大規模には実行されずに終ったとはいえ、幕藩期にも存在していたらしいことは注目すべ 

  きことといわねばなるまい。 

 

 次に本校が師範学校、つまり、教員養成の学校として設立されたものであったことも特記しておかなければならない。というの 

も、教員を養成すること目的とする特別の学校という考え方は、日本の伝統のなかでは弱かったという事情があるからである。近 

世の日本は、学芸と教育の興隆に対応してさまざまな形態の学校を公私各様のかたちでつくり出した。しかしながら、教員は計画 

的に養成しなければならないという考え方の方は、この社会はついに自らの力で生みだすことがなかったのである。幕藩時代に幕 

府の学校であった昌平坂学問所(維新後一時「大学校」と称したが、やがて廃校)が、その教官を地方諸藩の藩校に派遣する、ある 

いは逆に藩校から教官を引き抜くというようなことは行なわれていた。また、教員のあいだで先達が後進を必要に応じて指導する 

という慣行のようなものも見られなかったわけではない。しかし、これをもって、教員は計画的に養成しなければならないとする 

教員養成の考え方と制度の成立のあかしと見るわけにはいかないのである。 

 女子のための特別の学校という存在自体が舶来品に近いものであり、また、師範学校というその学校の目的と形態も同様である。 

そういう意味では、この学校は、維新政府が外国から日本社会の教育体系のなかに持ち込んできた、二重の意味で斬新な学校であ 

ったということになる。それゆえ今日の時点でそれを見れば、本校設立の意図は、維新政府の文教政策の先行投資事業としての性 

格を物語るものであり、本校がパイオニア的性格を持っていたことを意味するものといえよう。 

 このような事業がこの時点で維新政府により行なわれたことについては、いろいろの歴史的要因があった。そのひとつに、日本 

が長期にわたる鎖国政策を竪持しているあいだに、世界、とくに欧米社会における女子教育がかなり発達していたという現実があ 

った。もっとも、ひとくちに欧米社会といっても、ヨーロッパとアメリカ大陸とでは事情が若干違っていた。ヨーロッパでは、十 

八世紀中頃になると、中産階級以上の女子のための学校が発足するが、しかしその教育の実際は、長い伝統を持つ男子のものに比 

べるとお粗末なものであった。一八四八年には、女子の高等教育機関として、ロンドンにクィーンズ・カレッジ(Queen's College) 

が開かれたが、これも、男子のものに比べると程度の低いものだった。イギリスでは男子と同程度の中等教育を授ける学校を実現 

する運動が長期にわたって続けられ、やっとそれらしいものができたのは、一八七〇年代になってからのことであった。フランス 

やドイツも似たりよったりで、女子の学校教育のレベルが上ってくるのは十九世紀後半に入ってからのことである。ところが、ア 

メリカでは、十九世紀前半に、女子に高等教育を授けるセミナリー(seminary)が各地に開校された。一八三三年創立のオハイオ州 

のオベリン・カレッジ(Oberlin College)は、三七年に女子にも門戸を開き、最初の共学大学となった。その前年には、最初の女子 

大学ウェスリアン・カレッジ(Wesleyan College)が開かれていた。明治七年に女子師範学校設立の建議書が文部少輔田中不二麿か 

ら太政官に出され、認可、設立の布達、翌年の開校へとことが進む頃の欧米社会の女子教育の状況は、おおよそこういった具合で 

あった。 

 このような歴史的状況に鑑みると、本校の設立建議書を提出した田中不二麿はアメリカの教育制度に通じた行政官であったこと 

は注意しておいてよいことである。彼がこの設立建白をしたのは、当時の文部省の学監 D・マレー(Murray)の意見によるものとい 

われているが、彼もアメリカに国籍を持つ政府お雇い外人のひとりであった。 

 

 開校の準備 

 

 明治七年四月、文部省八等出仕小杉恒太郎が校長兼務を命ぜられ、校舎建築御用掛二名も決定して、いよいよ東京女子師範学校 

開校の準備が始まった。八年二月、皇后が本校創立を嘉尚され、御内庫金五千円を下賜された。こうして同年八月九日、本家一棟(付 

家五か所)、表裏門二か所、守衛詰所一棟(付家一か所)、屋形付井戸一か所からなる建築総坪数一、二二三坪余、建築費総計二四、 

八七七円二八銭五厘の校舎が完成した。一階が教室、二階が全寮制の寄宿舎であった。これに先立つ七月二十九日、十七の学科目 

が文部大輔名で通達された。これをもとに八月十五日「東京女子師範学校教則」が定められ、表Ⅰ・１のように学科課程が定めら 

れた(『沿革大要 一』による)。 



 また、この「教則」第一条は、「女子師範学校ハ育幼ノ責ニ任ズル者ヲ養成スル所ナリ」と目的を規定し、修業年限を五年とし、 

十等級に分けられた各科目を各級六か月の課程で進め、毎級試験を行なって昇級させ、全科の最終級の学力試験をパスした者に試 

験を行なって卒業証書を与えるとした。当時「学制」(明治五年公布)下でどの学校も採用していた等級制の学校編成である。八月 

十三日、同じく文部大輔から「官立女子師範学校生徒入学心得書」の通達があり、第三条で入学試験は「習字及近易ノ書ニ就キ講 

読セシム」とされ(『沿革大要 一』中の「創業史」によれば、この「近易ノ書」は、実際には『地学事始』『物理楷梯』『国史鑑要』 

などだったという)、また「生徒ノ年齢ハ大約十四歳以上二十歳以下タルベシ」(第六条)と定められた。学資(生活費を含む)は官給(一 

か月一人八円以下)、ただし自弁希望者はこれを給さない(第七条)とされた。 

 このようにして学科課程と指導方針が決ると、生徒百名を限って入学を許可することにし、明治八年八月二十二日から生徒募集 

広告を東京日日新聞などに発表した。十月二十日から入学試験を行なって七十一名を合格とした。十二月、事故者のための追試を 

行なって三名を追加、計七十四名を決定した。定員に達していないが、合格者の学力も、数学などについてはようやくアラビア数 

字を知るだけの程度のものが多かった。前掲「創業史」は、「予期ノ入学試験程度ヲ以テシテハ殆ンド一人モ入学ヲ許ス能ハザリシ 

トナリ」と述べている。 

 これに並行して教職員の配置も進められた。当初の職名は次のとおりである。 

 〈職員〉 摂理 監事(庶務掛監事 読書掛監事) 庶務掛 会計掛 書記 舎中取締 門衛 

 〈教員〉 算術掛 理学掛 読書掛 習字掛 裁縫掛 

 庶務掛、会計掛、読書掛(のちの教務担当)にそれぞれ職員が置かれていたことから、この三掛が東京女子師範学校事務組織の原 

型といっていいだろう。書記は、のちの官職名としての書記の概念と異なって職務内容を表わし、文書の受付発送、校内取締の監 

督(のちの校内看守の所掌事務)に当った。 

 明治八年十一月に校長小杉恒太郎は退任し、代って、中村正直(一八三二―九一)が摂理(校長)に任命された。教員も決った。それ 

は以下の八名であった(カッコ内は掛名および月俸給額)。 

 宮川保全(算術掛 二十五円)、多田つね(読書掛 十五円)、浅岡一(理学掛 二十五円)、松本荻江(読書掛 十五円)、坪内墨泉(習 

字掛 十円)、棚橋絢〔子〕(読書掛 十五円)、近藤すわ(裁縫掛 六円)、豊田芙雄〔ふゆ〕(読書掛 十五円)。 

 職員は、中村正直(摂理 二百円)、田中直吉(庶務掛監事 四十円)以下十三名となった。 

 

   事務職員の数が教員よりも多く、教員の俸給が職員のそれに比べて比較的低かったのは「今日ノ組織ヨリ見レバ甚ダ寄異ノ 

  観アルナリ」と「創業史」は述べている。摂理の月給二百円基準は米価で計算すると今日の約二百万円に当り、月給六円はわ 

  ずか約六万円であった。なお明治九年度(九年七月―十年六月)の東京女子師範学校の予算は二二、二三四円六銭七厘(附属学校 

  を含む)であった。 

 

 開校式 

 

 以上のようにして、校舎・設備が整い、教職員や生徒も決定すると、十一月二十九日、皇后の行啓を仰いで、開校式が挙行され 

た。また、この時、女子教育振興の令旨を賜わった。当日の情景を『六十年史』ほかの諸史料によって再現しておこう。 

 午前八時、本校教職員・文部省官員などが出頭、「校の門外を華美に装飾し、国旗風に飄〔ひるがえ〕り、紫幕目に映ず」(東京 

日日新聞十二月二日)。午前九時、皇后臨駕、大久保内務卿ら随従、「皇后の髪はおすべらかし、お雛様の着つけのように美しく重 

なった白襟の上に緋ぢりめんのきもの、緋の袴、その上にはおったうちぎ〔袿〕は、黄色地に紅で枝菊を浮き織りにしたもの。緋 

の袴の裾からは爪先のとがったハイヒールがのぞいていました。まだ二十代のうら若い皇后はまことに匂うような美しさ。お供の 

女官たちの服装も色とりどりの十二ひとえで目のさめるような華やかさでした」(山川菊栄『おんな二代の記』東洋文庫版、昭和四 

十七年、三七頁)。中村正直摂理先導で皇后は校内休憩所に入り、諸員拝謁後、講堂に入御、生徒礼謁、開校式が始まった。 

 文部大輔が管鑰〔かんやく〕(かぎ)を摂理に授け、後者が教則などを皇后に奉呈、文部大輔・摂理らの祝辞ののち、棚橋絢子が 

女教員総代として祝辞を読みあげた。彼女の詩は「天地不生無用人 人生莫作不文身 文明漸及深窓女 雲上掲来月一輪」、歌は「雲 

井より学びの窓にさす月は 世にありがたきかゞみなりけり」というものであった。 



 次に生徒の青山千世(山川菊栄の母)が進みでて『勧善訓蒙』の数章を講じ、吉川若菜が『西国立志篇』、古市洛が『国史要覧』の 

それぞれ一部を講じた。これらの生徒代表三人は皇后から罫画具一組ずつを賜わり、参会者一同へ茶菓子を下さって、皇后は還御 

された。 

   この時のお供の女官のひとりに吉川若菜の縁続きの人がいて、若菜と青山千世を招いたので、両人は御所のお局〔つぼね〕 

を訪問した。皇后は生れてはじめて学校というものを見て、たいへん喜ばれたという。開校式の当日若い女生徒たちが小倉袴 

をつけた異様な姿に(これまで小倉袴は男子の着用するものであった)、皇后も女官たちも笑いをかみ殺すことに骨が折れ、御 

所へ帰るなり、心ゆくまで笑ったということである。ところが生徒の方も、平安朝の絵巻物からぬけ出たような皇后が、極彩 

色の十二単〔ひとえ〕にハイヒール、おすべらかしに派手なこうもり傘を、しかも家のなかでかざした姿に、目を見合せてあ 

やうく吹き出すところ、夜の寄宿舎は、石のようになっていた昼間の埋め合せで、笑いの渦にわき返ったという。のちに社会 

主義者となった山川菊栄が、母から聞いた当日の情景を以上のように書き記しているが、当時はまだそれほど神格化されてい 

なかった若い皇后を中心とする宮中の大らかな気分と、今と変らない女生徒たちの若々しい雰囲気を伝えて、まことにほほえ 

ましいものがある。 

 明治八年十二月二十日に皇后から「みがかずば玉もかがみもなにかせん 学びの道もかくこそありけれ」という歌を賜わった。 

この歌は、十一年十月に伺を経て、式部寮雅楽課二等伶人東儀季煕(のちに一等伶人となる)の譜により、校歌として歌われるよう 

になった。曲は「学道」という壹越調律旋のもので、墨譜であったが、のちに五線譜となり、「みがかずば」と称するようになった。 



   第二節 東京女子師範学校から東京師範学校女子部へ 

 

 創立期の様子 

  

 教育の実際ということになると、どのように細かく法令や規則類を作っても、慣行に任さざるを得ない部分が残っていくのが普 

通のことである。創立期にはこの慣行すらもないのだから、いきおい、最初にそこにいた主だった人びとの考え方がその実際を決 

めていくことになる。そういう意味で、初代の摂理中村正直の個性は、創立期の東京女子師範学校の教育の実際を考察するうえで 

見逃すことができない。中村正直は、天保三年、江戸麻布に生れた。若い頃には儒学、蘭学、次いで英学を研究し、『西国立志篇』 

(明治三年、原本は Samuel Smiles：Self―help.１８５９)の訳者として知られる。中村と女子教育の関係は、明治五年、東京小石 

川の邸内に同人社と呼ばれる私塾を開いた時代に始まる。中村は、イギリス滞在中、当地の子どもの知識の豊富なことがその母親 

層の教養の高さに基づくことを知り、女子教育の必要を痛感してこの同入社に女子の入学を許したといわれる。 

 

   この時の入塾生のひとりで、のち、東京女子師範学校に入る女性に、山川菊栄の母青山千世がいた。千世の記憶によると、 

  「良妻賢母」というのちの日本の女子教育の目的概念になっていくことばは、中村がはじめて使ったものだという。だが中村 

  が用いたそれは、後世の場合とは逆で、日本の女性を封建的な愚民思想から解放しようとする積極的な意味が込められていた 

  のだと山川は述べている(『おんな二代の記』前出、二七―三四頁)。 

 

 中村正直は田中不二麿に請われて東京女子師範学校の初代摂理に就任したのだが、彼はこの「師範」という言葉を好まなかった 

といわれる。官費で維持運営する師範学校であることには違いなかったが、この学校の生徒は、開校初期の段階では必ずしも教員 

になる義務を課せられていなかった。この段階でどのような学力を生徒につけることが期待されていたかは、先にあげた明治八年 

の教則(表Ⅰ・１)にうかがうことができる。「授業法」「教育論」など師範学校らしい科目が入っているとはいうものの、その比重 

は軽く、普通教育の学科課程といってよいのである。中村正直は、一週一回、『西国立志篇』などからテーマを選んで講話を行ない、 

また『文章軌範』の講義も受け持った。算術掛だった宮川保金(一八五二―一九二二)は幕末洋算家三人のひとりに数えられていた 

人物で、のち共立女子職業学校(現在の共立女子大学)を創立した。女子教員のなかには学力不足を認め、生徒になって勉学に励む 

者もいた。読書掛の豊田芙雄は十代で未亡人になった旧水戸藩士の妻であったが、自分もできれば生徒になりたかったと語ったと 

伝えられている。 

 創立期の経験をふまえて、その後、いくつかの点にわたって校則改正が行なわれた。もちろんこの改正には、初期の知育を中心 

とした文明開化主義から、職業教育と徳育重視の国家主義へと移行しつつあった、明治十年代段階の文部省の文教政策の転換が反 

映している。まず、十年五月、修業年限を一年半短縮して三年半に、十二年七月、さらに三年とする改正が行なわれた。また本校 

の目的は、「育幼ノ責ニ任ズル者ヲ養成スル」(明治八年八月教則)から「小学ノ師範タルベキ女子ヲ養成スルニアリ」と改められた。 

学科課程の手直しも行なわれた。中村初代摂理時代の最終段階にあたる十二年の学科課程は表Ⅰ・２のとおりである。 

 明治十二年三月十三日、皇后の行啓を仰いで第一回卒業証書授与式が行なわれた(『文部省第七年報』〔明治十二年〕によれば、 

二月十二日附属練習小学校食堂失火のため、文部大輔より行啓延引を願い出、二月のところを三月に延期となった)。前述の七十四 

名の第一期入学者は五分の一に減少し、証書を手にし得た者はわずか十五名であった。これら卒業生の進退は各自の意志に任せ、 

制限は加えられなかった。同年七月、十八名に対して第二回の授与式が行なわれた。第一回卒業生と同じく、明治八年に入学した 

者たちであった。この卒業式には、来日中のグラント前アメリカ大統領が臨場している。 

 

 予科の制度 

  

 この創立期の頃だけに見られた特有の制度として、予科の制度がある。 

 明治九年、中村正直摂理は文部省に建議して、同年四月自費通学生の制度を設けた。開校してみると、年齢制限(十四歳以上)に 

達しない者や、達していても自費通学を希望する者が多いという事態に応じたものであった。修業年限四年、これを八級に分け、 



一か月の授業料五十銭、卒業試験合絡者に証書を出す、とした。その学科課程は表Ⅰ・3 のとおりである。明治十年六月、この自 

費通学生は別科生と呼ばれることになり、七月にはさらに予科生と改められた。予科から本科(師範学科)に進む者は必ずしもその 

最下級に入れず、学力に応じて第四級以下に入れることとした。 

 この予科は、明治十二年三月二十四日、経費の都合で廃止され、生徒は私立の女子師範予備学校に移された。しかし、翌年七月 

再開設され、「本科ニ登ル階梯」として位置付けられ、その教官は本科教官がこれを兼務した。この再開設後の予科の学科課程は表 

Ⅰ・４のとおりである。 

 しかしこの予科も、明治十五年七月には最終的に廃止となった。学校制度上、師範学校に接続するものとされていた小学校の教 

育課程が、次々に整い、入学希望者の学力が師範学校側の期待する学力水準に近付いてきたので、予科の必要はなくなってきたの 

である。明治政府の公教育政策は、まず、各地の小学校と全国一校だけの大学の整備を充実に向けられ、教員養成教育を除く中等 

教育は長く民間の力に任される状態が続いた。そういう状況のなかで、東京女子師範学校も含めて師範学校のカテゴリーに属する 

ものだけが、その水準の維持と充実に早くから政府の力を注ぐ中等教育機関であったという事情が、このような変則の事態を生ん 

だものと思われる。 

 

 付属学校・幼稚園の解説 

 

明治九年十一月、本校附属幼稚園が開設されることになり、翌年十一月二十七日に開園式が行われた。わが国最初の幼稚園であ 

る。以来全国各地で幼稚園開設が始まるが、その保姆養成のため、十一年二月から本校に保育見習生の制度を設け、六月二十七日 

には保姆練習科が設置されることになった。 

保姆練習科の修業年限は一年で、学科課程は表Ⅰ・５のとおりに定められた。生徒募集は毎年九月初旬、入学者は、年齢約二十 

歳以上四十歳以下、心身健康、読書および算術の入学試験に合格した者とされた。明治十一年十月三十一日に給費生も置くとされ 

たが、卒業後就職の義務づけは行なわれなかった。この保姆練習科は、明治十三年の校則改正で本校生徒に幼児保育法を課して小 

学校教員のみならず幼稚園の保姆にもなれるようにしたので、不必要になり廃止された。なお、生徒募集の時期が九月上旬とされ 

ているのは、当時の本校の学年暦が、ヨーロッパの諸学校なみの九月新学期制を採用していたためであろう。当時の段階において 

は、このヨーロッパ産の学年暦は、本校にとどまらず、外国人教師の影響の強い高等教育機関ではどの学校でも採用されていた。 

小学校では、明治二十年代の中頃までは寺子屋時代の暦年制も見られた。この学年暦は、日本の学校体系が国家の行なう内政「事 

務」の一角に組み込まれ、学校財政が一般会計年度(何度か変っているが、太政官達第八九号により明治十九年度から現行制となる) 

に合せてとり行なわれるようになるとともに崩れ、今日見る四月新学年制に変った。これには徴兵制との関係もあるといわれる。 

四月新学年制が最初に制定されたのは、師範学校(本校も含む)段階においてであり、明治十九年(本校の歴史でいえば、高等師範学 

校女子部の時代)からである。 

 附属幼稚園に続いて、明治十年二月、附属小学校が本校生徒に授業法を実際に練習させる目的で設置認可され、翌年七月に附属 

練習小学校と称し、九月から授業を開始した。また、十五年七月には附属高等女学校が本校に設置され、同じく九月から授業を開 

始した(これら附属学校・幼稚園の歴史については、詳しくは各説第五章を参照のこと)。 

 

 国粋主義の動き 

 

 中村初代摂理は第一回卒業生を晃送ったのち、明治十三年五月に辞職し、福羽美静(一八三二―一九〇七)が第二代摂理として着 

任した。十三年という年は、自由民権運動の高揚への政府側の対応のひとつとして教育令が廃止され、復古的な色彩を持つ改正教 

育令が公布される時に当っている。福羽は旧津和野藩(島根県)の出身で、十七歳の時京都に出て和漢の学を修め、国事に奔走し、 

新政府に入って教部大輔を務めていた人物である。彼の本校摂理在任期間は一年余と短い。しかし、彼のこの時点での本校への着 

任は、それまで一時期西欧化日本のシンボル的存在の観さえ呈した東京女子師範学校の歴史に生じた、国粋主義化というひとつの 

曲り角を象徴する事件として重要である。 前掲『おんな二代の記』の著者は、福羽摂理の人柄と、着任以後の本校の変りようを 

次のように記している。 



    

   「〔彼は〕平田派の国学者で復古主義者、かつ神がかりの狂信家で日本の天皇が世界を征服する日が遠くないと信じ、日清戦 

争のときも、日露戦争のときも、これは神代の昔からきまっていたことで、いよいよ日本が地球の上に君臨する日が来たと信 

じていた人でした。反動化した明治政府が中村先生のあとにこの人をもってきたのは偶然でなく、きのうまでの「男女同権」、 

  「独立自主」のスローガンは「女は女らしく」ときりかえられ、『西国立志篇』は『女大学』に変り、生徒に小倉袴をぬがせて 

  大きな帯をしょわせ、高島田、薄化粧で礼式のけいこをさせるようになり、創立当時の趣意とは逆の方向に楫〔かじ〕がとら 

れました」(五八頁)。 

 

 明治十三年七月、第二代摂理のもとで校則の改正が行なわれた。この改正によって、予科の再開設、保姆練習科の廃止が行なわ 

れたことについては、前記のとおりであるが、ほかに学科課程の改正点として、次の諸点を『六十年史』はあげている。 

 一、修身学のほか、礼節を加え、修身科は全学期に課すこととした。 

 二、読書(上表では文学)のなかから左伝を除き、代りに和文を課すこととした。 

 三、家政学科を設けた。 

 四、体操科を必須科とした。 

 『文部省第八年報』(明治十三年)に収められているこの時の改正学科課程は表Ⅰ・6 のとおりである。 

 第一年の前・後期と第二年の前期に「修身学」に加えて「礼節」が入っているのは、『おんな二代の記』の著者のいう「礼式のけ 

いこをさせるようになり」と符合する。翌明治十四年二月、礼節教場が落成した旨を聞かれた皇后が摂理を召されて、その教場用 

に酒井抱一筆の三幅対画幅を賜わった。画幅は濃彩麗色、優雅をきわめたもので、中幅は業平の東下り、左幅は杜若〔かきつばた〕、 

右幅は秋草が描かれている。この学科課程表を、中村摂理時代最終段階の学科課程表(一八頁参照)と比べると、そのあいだにある 

大きな違いがよくわかる。十二年学科課程にあった「経済学」はなくなり「家政学」がこれに代っている。「史学」もなくなり、こ 

れは、この十三年学科課程表では「文学」のなかに一緒に入れられてしまっている。これは、歴史学の授業が、それ以前のような 

意味での史学の講義でなくなっていく動向を示している。もっと興味深いのは、十二年案にあった「博物」「物理」「化学」「地理学」 

「生理学」などは一括整理されて「格物」となっている点である。「格物」というカテゴリーは儒学の用語である。この十三年改正 

学科課程は、「格物」というカテゴリーで諸自然科学を一括する旧幕藩の藩校時代の考え方を復活させようとするものだったという 

ことになる。しかし、この形式に盛られていた内容は必ずしも旧時代のものとはいえない。それゆえ、「格物」といったカテゴリー 

がなくなったのちも、この十三年改正学科課程は、基本のところでは、長く踏襲されていくことになる。次期校長那珂通世時代に 

当る明治十六年八月から実施したものが残っているが、それは、表Ⅰ・7 のごときものである。 

 

 事務組織の整備 

 

 前述のように、創立期の職員組織では、庶務掛および読書掛に専任の監事が置かれていた。しかし、このような形態は初期の短 

期間で終った。附属幼稚園、附属練習小学校の附置などもあって教員組織が充実してくると、教員による幹事および監事の兼務と 

いう形態ができあがってくることになった。 

 明治十四年六月、太政官達五一号をもって、文部省所轄学校職員の名称が校長・教諭・助教諭・訓導および書記と定められ、摂 

理などの旧職名が廃止された。また官吏以外の職として御用掛・雇員・嘱託などが置かれた。保姆の名称も十四年中に廃止された。 

この改正の結果、職員の系統は左のように変った。 

 ここで、この頃の本校の予算をあげておこう。明治十七年七月から十八年六月までのものが判明しているが、その予算総額は二 

七、五六六円であって、その内訳は表Ⅰ・８のとおりである。 

 このような文部省直轄諸学校職員官制の改正に伴って、明治十四年七月、那珂通世(一八五一―一九〇八)が本校校長として着任 

した。彼は旧南部藩(岩手県)の出身で、慶応義塾に学び、十二年から本校の訓導兼幹事を務めていた。のち東洋史研究の大家とし 

て知られるようになる。彼の校長在任中、十五年十二月二十六日に天皇・皇后の御真影が本校に下賜された。また、翌年八月には、 

規則の改正により本科の修業年限が今度は一年延長されて四年となった。このようにして、教員養成という目的を持つ師範教育の 



体制が国家主義を支柱にしだいに強化・整備されつつあった時、本校にも関係浅からぬ人物として登場してくるのが森有礼(一八四 

七―八九)である。のち内閣制のもとでの初代文相として、師範学校も含むわが国公教育制度の定型化に敏腕を振るう森は、明治十 

七年五月文部省御用掛となるとともに、翌年八月には東京師範学校の監督を兼ねる。そして、本校および附属校園をこの東京師範 

学校に合併し、東京女子師範学校は、ここに東京師範学校女子部に発展解消することになったのである。 

 

 東京師範学校女子部となる 

 

 両師範舎併の議が起り、これが実施に移されたのは、明治十八(一八八五)年八月二十六日のことである。本校の合併に伴い、附 

属学校および幼稚園のいずれも東京師範学校附属となり、それぞれ改称された。この合併は、同年十月、全国の府県男女師範学校 

のあいだでも進められた。 

 この合併について、森有礼は「専ら管理上と経済上の点より起」ったものと説明している。そして、とくに新東京師範学校に言 

及して、本校は「実に教育の本山とも尊称して可なるべきなり。殊に女教員の養成に至ては、国家の根本を竪固にする諸業の中に 

て最重要なるものなれば、更に深く注意を加へざるべからず。されば此学校を整理することは、国家前途の生活機を取扱ふ所の至 

大至重の業なり」と述べている。さらに、この「整理」で失職する者も出るだろうが、私情は捨てねばならないと説いている(「師 

範学校舎併に関する示諭」『森有礼全集』一巻、昭和四十七年、四七六―七頁)。 

 この合併の時、東京師範学校長の職にあったのは、慶応義塾の出身でアメリカ帰りの教育学者高嶺秀夫(一八五四―一九一０)だ 

った。時代は多少さかのぼるが、ここで明治五年創立の東京師範学校の歴史に少し触れておこう。明治八年、この学校では、すで 

に小学師範学科のほかに中学師範学科を設けていた。十二年、高嶺らが進めた改革によって、前者の修業年限は三年、後者は五年 

とされた。その後、後者は中学校、師範学校などの教員を養成するとの目的をはっきりさせるとともに、さらに初等中学師範学科 

と高等中学師範学科とに分けられた。高等中学師範学科は、この時点では実際には実現を見なかった。しかし、このようにして、 

東京師範学校が高等師範学校に改組される素地ができつつあったことは、東京師範学校女子部の後身として女子高等師範学校がで 

きあがってくる伏線を形成した動きとして注目しておいてよい。東京師範学校の内部で上述のような分化が進行しつつあった時に、 

森有礼による合併が行なわれたのである。この合併で、東京女子師範学校の校長であった那珂通世は、東京師範学校教諭となった。 

この時、職員に多少の異動があったと、『六十年史』は述べている。 

 

   これに関連して、東京女子師範学校創立当初からの教員であった宮川保全は次のように述べている。 

  「これを通観致しますと、東京女子師範学校は僅々十年の間に、学校の教科も、生徒の風俗も、漢、和、洋の三変化を致して 

  居り、従ってその十年間の卒業生は、区々異様の教養を以て社会へ出たという次第でございます。斯様な訳で、官立学校はそ 

  の長官の代る毎に主義主張を変更し、生徒は全くその方向に迷うの感がございました。 

   私はこの有様を見て感慨に堪えませんので、是非とも女子のために私立学校を設立して、一定不動の主義の下に教育を授け 

  ねばならぬということを、痛切に感じたのでございました。ついで十八年に東京女子師範学校を男子師範学校に合併するの議 

  が起り、私共は大反対でありましたが、遂に実行せられましたので、十九年二月の卒業式を了えると同時に職を辞し、私が主 

  唱者となりまして旧東京女子師範学校に関係のあった有志の人々を糾合して、一同発起人となって、本校〔共立女子職業学校〕 

  を設定するに至りましたのでございます」(『共立女子学園七十年史』昭和三十一年、一六頁)。 

  「旧東京女子師範学校に関係のあった有志」のうちには、和洋裁縫伝習所の創立者渡辺辰五郎(一八四四―一九〇七)も含まれ 

  ていた。明治初年には、女子の就学率を高める方法のひとつとして、裁縫の授業方法を改善し、多くの生徒に教授し得るよう 

  になれば、父兄の学校に対する期待が高まり、女子教育の発展上きわめて好結果をもたらすものと考えられた。日本橋の裁縫 

  師の徒弟として技術を磨いた渡辺辰五郎は、故郷の千葉県に帰って私塾を開き、裁縫の教授法を工夫して大いに注目され、十 

  三年に千葉県立師範学校女子部の裁縫科の教員となり、十四年には東京女子師範学校の裁縫科の教授を嘱託され、同年四月、 

  本郷湯島で私塾としての和洋裁縫伝習所を開いた。また以前から、裁縫教科書や「裁縫教授用掛図」を刊行して、広く世に迎 

  えられていた。十九年二月に東京女子師範学校を辞した宮川と渡辺は、他の同志とともに共立女子職業学校を創立することに 

  なる。渡辺は、二十九年にはさらにこの学校を辞し、和洋裁縫伝習所を東京裁縫女学校と改名して、専心その経営に当った。 



   宮川らの創立した共立女子職業学校は、裁縫のほか編物・刺繍・造花などを教え、女子に自活の能力を与える学校として多 

  くの生徒を集めた。宮川が東京女子師範学校の開校前に一時東京女学校で教鞭をとっていた時、その教えを受けた多賀春子 

  (のちの鳩山春子)は、東京女子師範学校卒業後母校で教えていたが、共立女子職業学校設立の際には発起人のひとりとなり、 

  この学校でも英語を教えていたようである。こうしてこの学校と鳩山家のあいだの密接な関係が始まり、春子は大正十三年に 

  その校長となる。この学校はのちに共立女子専門学校、さらに共立女子大学へと発展する。こうして、明治十八年に東京女子 

  師範学校が東京師範学校に合併されたことがいわば契機となって、今日の東京家政大学と共立女子大学のもとが開けてくるこ 

  とになったのである。 

 

 附属校園のうち附属高等女学校は、東京師範学校附属となってから約六か月後、明治十九年二月に文部大臣官房(のちに総務局) 

所属となり、上野公園のなかの音楽取調掛構内に移って、単に高等女学校と称した。六月十九日には東京高等女学校と改称し、九 

月七日に神田区一橋通町二番地の旧体操伝習所跡に移転した。二十年十月には官制の改革により文部省直轄学校となったが、のち 

に述べるように、二十三年になって女子高等師範学校が成立するとともに、同校附属として復帰してくることになる。 

 

 森有礼と東京女子師範学校 

 

 森有礼と彼の文部行政の政治的性格については多くの研究書類で語られているので、これに深く立ち入る必要はない。しかし、 

彼と東京女子師範学校との関係は、この合併劇の推進者ということにとどまらず、お茶の水女子大学の前身の歴史にとってさらに 

ひとつのエポックメイキングな事件にもかかわってくるので、この点に限定してもう少し彼の言行に触れておくことにしよう。 

 森は、明治十八年十二月、太政官制が廃止され内閣制が発足するとともに、初代総理伊藤博文のかねてからの意向に基づき、文 

相の座につくことになった。当時の教育界の復古国粋主義的動向を代表する人物で、教育勅語公布(明治二十三年)の道程を推進す 

る侍講の元田永孚が、この入事に対して強く反対する者のひとりだったことはよく知られている。しかし、森は教育を民間に任せ 

ずあくまで「官業」として進めていくという国家主義者としてのふるまいでは、元田と一致していた。文相となった森は、十九年、 

先記の改正教育令を廃止し、帝国大学令、師範学校令、中学校令、小学校令、諸学校通則など、学校種別の教育法令を公布し、そ 

の後昭和十六(一九四一)年に至るまで変ることのなかったわが国公教育制度の骨格をつくりあげた。その際、彼にとっても、教育 

の目的は「国家ノ須要ニ応ズル」ことであった。 

 彼は、この国家主義教育の完成という目的遂行のために、とりわけ師範学校の役割に期待する旨を、あちらこちらの演説で述べ、 

師範学校令の完全実施を迫っていた。 

 明治十九年の師範学校令では、師範学校を分けて高等・尋常の二等とし、高等師範学校は文部大臣の管理に属し、東京に一か所、 

尋常師範学校は府県に各一か所を設置すること、高等師範学校の経費は国庫より、尋常師範学校の経費は地方税より支弁し、師範 

学校生徒の学資はその学校よりこれを支給することとしている。また、高等師範学校の卒業生は尋常師範学校の校長および教員に 

任ずべきものとし、ただし時宜により各種の学校の校長および教員に任ずることができること、尋常師範学校の卒業生は公立小学 

校の校長および教員に任ずべきもので、時宜により各種の学校の校長と教員に任じ得ること、などが定められた。同年五月二十六 

日には「尋常師範学校ノ学科及其程度」、二十八日には尋常師範学校の「生徒募集規則」および「卒業生服務規則」が、それぞれ文 

部省令により定められた。この「生徒募集規則」によると、師範学校生徒の入学者は、郡区長の推薦によるものと試験によるもの 

との二種があるが、前者の推薦制に重きを置き、入学者ははじめ一か月から三か月のあいだ「試験生」として仮入学を認め、資質・ 

品行など適当と認められてのち、入学を許されるとされた。「卒業生服務規則」では、卒業生は卒業証書受得の日から十年間教職に 

従事する義務を負い、五年間は府県知事の指定する学校に奉職しなければならないとされた。女子卒業生については、二十二年十 

月に義務年限五年、指定校奉職年限は二年に短縮された。 

 この師範学校令が実施されると、東京師範学校は高等師範学校に改組され、明治十九年十月には「高等師範学校ノ学科及其程度」 

が省令で定められた。前述のように、東京師範学校の内部で高嶺秀夫らによって推進されていた師範学校の二階梯制が、森のこの 

法令で公然と制度化されたことになる。このことはまた、前者の女子部を形成していた女子師範学校も必然的に女子高等師範学校 

となり、他府県の尋常師範学校女子部もしくは尋常女子師範学校の一つうえの階梯に位置づく学校に押しあげられていくことをも 



意味した。このことの持つ意味は、次に述べるように、いろいろの意味で大きかったといわなければならない。 

 こうして明治十九年の師範学校令により、一種の昇格のかたちをとって誕生した高等師範学校の学科は、男子師範学科と女子師 

範学科に分けられ、前者は修業年限三年で、理化学科・博物学科・文学科に分けられた。女子師範学科は修業年限四年とされたが、 

それをさらにいくつかの専門の科に分けることは行なわれなかった。表Ⅰ・9 は、翌二十年十一月制定の高等師範学校教則による 

女子師範学科の学科課程表である。修身と礼節がなくなり、代りに「倫理」という人文科学が入っている点が興味深い。学科課程 

に見られるわずかな違いながら、この違いは、やがてこの学校の歴史のうえに起ってくる大学すなわち学問の府への脱皮の志向と 

の関係で軽視しがたい。また、ここに、国家主義という点では同じでありながら、その内容ということになると、復古派とは対照 

的なものになっていく森文部行政のカリキュラム面における具体例を見ることができる。学校階梯別に展開された彼の教育課程政 

策、いわゆる学問と教育の分離政策は、たとえばこのようなカリキュラム改定のかたちをとって定着していったのである。 

 もちろん、尋常と高等ですべてのものが別のものになったわけではない。そこには同じ師範学校という共通のカテゴリーに伴う 

共通のものがあった。明治十九年十月の省令「高等師範学校ノ学科及其程度」に続いて、「生徒募集規則」と「卒業生服務規則」が 

定められた。入学資格は、男子は尋常師範学校卒業者、女子は尋常師範学校二学年修了もしくはそれと同等の学力を持つ者とし、 

高等師範学校長が府知事と県知事により推薦された者のうちから入学者を選抜することとした。尋常中学校からの入学は認めず、 

府県知事の推薦制を定めた点に特色がある。入学者を「試験生」として仮入学させる制度なども、尋常師範学校の場合と同じだっ 

たのである。ただし、卒業生の服務義務期間の方は、男子十年、女子五年、文部省の指定する学校での奉職年限は男子三年、女子 

二年とされた。十二月には「尋常師範学校・尋常中学校及高等女学校教員免許規則」が定められ、高等師範学校の男子師範学科卒 

業生は尋常師範学校・尋常中学校・高等女学校の、女子師範学科卒業生は尋常師範学校女子部と高等女学校の、それぞれ教員免許 

状が授与されることとなった。こうして高等師範学校は、尋常師範学校だけではなく、広く中等諸学校の教員養成学校となる。 

 なお、明治十九年四月に「高等師範学校・高等中学校・東京商業学校官制」が公布され高等師範学校には学校長・教頭・教諭・ 

助教諭・舎監・訓導・書記の各職種が設けられた。そして、高等師範学校長の官等は「勅任二等又ハ奏任一等」と定められた。帝 

国大学総長が勅任一等または二等、高等中学校長や東京商業学校長が奏任一等または二等であったのと比べると、校長の官等の点 

からいえば、高等師範学校は帝国大学に次いで、文部省直轄諸学校中の高位を占めることになったわけである。 

 おおよそこのような経過をたどって、わが国の師範教育制度すなわち教員養成制度は、初代文相直接の指揮のもとで著しく強化 

され、その影響は、以来今日にまで及ぶ、ほとんど不動の礎を築いていくことになる。尋常・高等両師範学校は、尋常小学校(→高 

等小学校)→尋常中学校→高等中学校(のち高等学校)→帝国大学と進む学校体系、そして小学校から商業学校、工業学校などへと進 

む実業教育、および高等女学校へのコースをとる女子教育の各学校体系とは相対的に独立した体系を形成しながら、しかもこれら 

全学校体系の基礎的部分を人材面から固めていくという、影響するところ甚大な役割を担うことになった。わが東京女子師範学校 

も、幾変遷しながら、日本の学校の体質、ひいては日本の文化の在り方に影響するところ少なくないこの体系のなかに組み込まれ、 

その一局面を、しかも、その頂点部分で担うこととなるのである。 



第三節生徒の生活と卒業後 

 

 志願者・入学者・卒業生などの概要 

 

 本校が 初の入学希望者を募集した時の様子については先に述べたが、その後のことも含めて、ここで、志願者・入学者(競争率)、 

卒業者、退学者などの概要を述べておこう。年度別の各員数は表Ⅰ・１０のとおりである。参考として、それぞれの年度の全学年 

定員または現員もあげておいた。史料の欠落のため不明の部分(空欄)もあるが、おおよそのことは知ることができよう。 

 

 寄宿舎生活 

  

 本校生徒たちの日常生活を、自伝などを手掛りに見てみよう。明治八年八月九日には、東京女子師範学校の校舎として木造二階 

建の洋風建築一棟が御茶の水の地に完成していた。 初は階下が教室・校長室・職員室などに当てられ、階上が寄宿舎になってい 

た。彼女たちは、まずここで生活をすることになる。南側が自習室で、板の間にテーブル・椅子・ストーブが置かれ、北側畳敷の 

部屋にベッドがあって、一室定員七名の寝室となっていた。ところが間もなく寝室と自習室を合同して、各室の中央にストーブを 

備え、その両側に六人ずつ、一室十二人位の割合となった。そのほか食堂・理髪室・浴室などがあり、浴室は十室あって、はじめ 

はひとりずつ入浴したということである。寄宿舎全体が洋風で、入浴の方法も洋風に近く、男子の師範学校とは大いに異なってい 

た。明治九年に自費通学生の制度が設けられ、翌年別科が設置され(のち予科と改称)、通学不便な者には入舎を許したので、寄宿 

舎が増築された。この寄宿舎は一室に三十名ほども収容され、畳敷の、寝室と自習室を兼ねた部屋であった。生徒数が増えたため、 

浴室も一度に大勢入るようになったということである。 

 明治十六年十月に、新築寄宿舎二棟と食堂・台所が完成した。この寄宿舎は一室四名定員の畳敷で、各室とも自習室と寝室を兼 

ね、新たに台所ができて、これまで食事は請負いの賄〔まかない〕であったが、家事実習を兼ねて朝夕各自自炊することとなった。 

十九年四月に自習室と寝室が別になり、自習室は本校舎二階に移され、テーブルや椅子のある板の間となり、寝室はこれまでの寄 

宿舎全部を当て、畳敷の部屋にベッドを置いたが、翌年夏休み後から板の間になった。この頃生徒の服装は洋服であり、畳替えの 

費用を節約するためであった。二十三年に寄宿舎の増築工事が完成し、二十七年の大地震後に自習室は階下に移されることになる 

(お茶の水女子大学『学園だより』三号、昭和四十二年六月、および『桜蔭会史』昭和十五年、二〇、二四―五頁、による)。 

 

   前述のように自費通学生以外の生徒はすべて入舎したが、東京女子師範学校初期の生徒は、寄宿舎においても「文明開化」 

  の新生活に触れることになる。寝台に寝るのははじめての者ばかりで、 初の夜にドシンと地響きのするような物音がして、 

  どのドアからもびっくりした顔がのぞいたが、落ちた本人はそのまま眠り続けて大笑いとなった。真白なシーツもはじめてで、 

  一同に驚嘆の目を見はらせた、日曜に外出した青山千世が母にその話をすると、大いに感心して、さっそくそのまねをした。 

  なぜこれまで気がつかなかったのかと、汚れたふとん皮をたびたび洗う手間を思って、敷布を使う便利と清潔をたたえたとい 

  うことである。地方から来た者のうちにはテーブルや椅子をはじめて見た者も多く、椅子の上に坐る者も珍しくなかった。 

   当時は衣食住のいっさいが官費で、着物は細かい木綿縞に木綿の帯、小倉袴まで「おしきせ」と称して支給されたが、これ 

  は自弁でもよく、自弁組は黄八丈などを着たということである。食事のうち間題なのは牛肉で、はじめての人が多く、食堂で 

  肉を見ると胸がむかつくといい、塩の包みを帯のあいだにはさんで行って、それを出しておかずに代える者もいたので、学校 

  側で心配して、牛肉は栄養に富むものだからぜひ食べ慣れるようにと、たびたび説教した。それでも食べない人が多いので、 

  のちには牛肉の時には、あらかじめ通告して、食べない人には申し出させ、別におかずを作った。千世はもともと野菜が嫌い 

  なたちで、野菜派の友達ととりかえて牛肉は二人分頂戴したということである。しかし卒業までには皆も少しずつ食べ慣れて、 

  好きとはいえないまでも、牛肉と聞くだけで鼻をつまみ、気分が悪くなる者はいなくなった。 

   九月のまだ暑い日のこと、寄宿生のひとりがただならぬ顔色で炊事場から部屋へ戻り、数人群をなして炊事場をのぞきに行 

  き、室長数名が舎監に訴えた。炊事場で山男のみせものになりそうなのが、ねじり鉢巻で大肌ぬぎ、熊のような毛脛のあいだ 

  に大摺鉢をかかえこみ、丸太棒のような摺子木で雷のような音をたてて味噌をすっていたので、あんな汚ならしい男の作るも 



  のはのどを通らない、すぐに人を代えてほしいという生徒たちの要望に対し、舎監の方では、そんなことは生徒の立ち入るべ 

  きことではないという。その日食堂にはひとりの生徒も出ず、期せずしてハンガー・ストライキとなった。中村正直摂理の耳 

  にも入ったらしく、炊事場や従業員の調査も行なわれたようで、結局生徒側の要求どおり、その山男は、もう少し文明人に代 

  えられることとなったが、生徒の方もただではすまず、学校を騒がせた罪で、その週の日曜の外出は禁止となった。この事件 

  は新聞種にもなったということである(『おんな二代の記』前出、四六―八頁)。 

   鳩山春子が記しているところによると、当時は物価がきわめて安く、支給される官費一か月四円五十銭で万事まかなうこと 

  ができた。食費は三円以下、書物はすべて学校で貸したので、ほとんど小遣銭もいらないくらいで、髪は互いに結い合ったと 

  いうことである。春子は夕飯後眠くなるたちであったが、寄宿舎では必ず十時まで起きて勉強していなければならなかった。 

  また夜中に目をさますと、寝床をぬけ出し、「三尺戸棚」という小さな寝具入れの戸棚のなかに入り、わずかに灯心一本の光 

  で勉強した。厳格な校則を破ってこれを見習う者が増えたが、ある時室長から昨晩は云々と諭されたので、春子はその非をさ 

  とり、その後は、よんどころない時は、便所のところにつるしたランプの下に立って本を見たこともあったということである 

  (『自叙伝』昭和四年、六一―三頁)。 

                                                     

 当時の寄宿舎では、教員が兼務した寄宿舎監事および副監のもとに、各室中の学力優等で品行方正な者を選んで室長とし、青山 

千世なども室長を務めたようである。明治十年十二月からは室長の上に舎長を置き、舎中の事務を担当させた。その頃の舎則は二 

一条で、「妄〔ミダリ〕ニ他室ニ入り無益ノ雑話ヲナスベカラズ」「外来人ハ保証人ノ証書ヲ持参スルモノニアラザレバ面接ヲ許サ 

ズ。応接ハ必ズ応接所ニ於テシ、室内ニ誘引スルヲ禁ズ」「他出スルトキハ曾テ交付セル出入検査簿ニ舎長ノ検印ヲ受ケ、同簿ニ保 

証人モシクハソノ代理人ノ検印ヲ得テ帰舎スベシ。且ツ校門ノ出入ハ門札ヲ以テスベシ」というように、寄宿舎の生活は厳重に規 

制されていたのである(『沿革大要 一』)。 

 『桜蔭会史』によると、 初は棚橋絢子と近藤はまが寄宿舎の取締〔とりしまり〕となり、毎夜交互に宿直した。明治十年十月 

に取締を廃して寄宿舎係を置き、近藤とくと藤川さいがこれを命ぜられたが、十二月に寄宿舎長が設けられ、山川二葉(専任)と福 

田米(兼務)が舎長を命ぜられた。当時の寄宿舎の監督は、上に監事(永井久一郎)がいて、その下に舎中副監(松本荻江・豊田芙雄・ 

武村千佐)――舎長(山川二葉・福田米)――寄宿舎係(近藤とく・藤川さい)という系統で、寄宿舎に宿直して直接寄宿生徒と接した 

のは舎長(隔夜交互に宿直)であった。十二年五月から第一回卒業生佐方鎮が舎長兼務(本職は教員)を命ぜられ、宿直は二人ずつとな 

り、十四年七月には舎長の名称が廃止されて舎中取締を置き、山川二葉・福田米・松岡とは・安達安の四名がこれに任ぜられた。 

十八年九月には舎中取締を生徒取締と改称し、十九年四月に師範学校令が公布されると、生徒取締の名称が廃止され、舎監が置か 

れることとなる(『桜蔭会史』前出、二二―三頁)。明治十年から三十七年まで舎長・舎監などとして寄宿生の薫陶に尽力したのは、 

山川二葉(一八四四―一九〇九)である。彼女は、会津出身で、のちに高等師範学校長となった山川浩や、陸軍大将大山巌夫人とな 

った捨松(明治四年岩倉大使らに随行して渡米・留学した津田梅子ら五少女のひとり)らの姉である。はやく夫に別れ、三十四歳の 

時から二十七年にわたって在職した。副田米(一八四〇―一九一五)は旗本の娘で、夫と死別後、明治六年から東京女学校教官、十 

年から本校附属小学校および幼稚園に勤務し、寄宿舎長を兼ねた。二十五年から女子高等師範学校助教授兼舎監として裁縫の教授 

に当り、三十四年に退官した。安達安(一八三五―一九一三)は加賀藩士の娘で、三十五歳で未亡人となったのち、明治五年に金沢 

女学校の創立に当り、九年より京都府女学校の権舎長、十四年六月に本校に転任してから、舎監兼教諭として山川二葉とともに、 

三十四年まで寄宿舎生の訓育に当った(『桜蔭会史』前出、二五一―四頁)。 

 

 服装 

 

 東京女学校が明治五年に開設された時、女生徒たちにどのような服装をさせるかが問題となった。江戸時代の封建社会において 

は、身分と性による衣服の差別が厳然と存在し、羽織・袴は士分層の妻女を含めて女性には着用が禁じられていた。女性の服装は、 

庶民層の労働着は別として、袖と着丈がしだいに長くなり、広幅の固い地質の帯を幾重にも巻く非活動的なものとなっていた。男 

子の学生については、明治五年頃からしだいに洋服が採用されたが、この年東京女学校開設に際して、文部省は、「女子従前ノ衣服 

ニテハ教場向不都合」であるから袴と羽織を着用させたいという「入学ノ女子著服ノ義ニ付伺」を太政官正院に提出した。これま 



で士分男子(もしくはこれに準ずる豪農・豪商層)の服装であった羽織・袴を女子に着用させるのは、「一躰ノ風俗」にもかかわる重 

大事であったので、わざわざ太政官に伺を立てたのである。この伺を審議した太政官左院は、羽織・袴では「男女ノ差別」が立た 

なくなるので、袴だけを許してはどうか、また「洋制ノ女服」も許してよいのではないか、という趣旨の上申を正院に提出した。 

この上申をうけて、正院は「伺ノ趣、袴ノミ著用致サシムベキコト」と文部省に指令したが、「洋制ノ女服」についてはまったく言 

及しなかった。 

 こうして、これまで男性だけが着用していた袴を東京女学校の女生徒が着用したことは、きわめて特異なことであった。明治十 

四年から東京女子師範学校の化学の教師として在任し、のちに東京女子高等師範学校長となった中川謙二郎(一八五〇―一九二八) 

は、「明治五年竹橋内の今の〔当時の〕文部省の在る処に、校舎を新築して、初めて政府の女学校〔東京女学校のこと〕が設けられ 

た。当時私はあの辺を通る毎に、男の着ける縞の袴をはいた、不思議な格好をした女子を見受けたが、それが其学校の生徒であっ 

た」と、述べている(国民教育奨励会編『教育五十年史』大正十一年、七三頁)。 

 明治八年に創設された東京女子師範学校の生徒たちも、十一月二十九日の開校式にこの袴をつけて皇后を迎えた。『桜蔭会史』に 

よれば、衣服は「紺色と浅黄色との立縞木綿袴(平袴形)を穿かせられ(官給)、上衣は通常のものであった。尤も外出の時は随意であ 

るから、往来では女学生たることに気付かない位であった」。頭髪は「洋銀桜花(花片に女子師範校の文字を彫入)の簪(官給)を徽章 

とし、結髪は唐人髷に定められ、初一年位は装髪師(髪ゆひ)を傭って装飾させたが、後には生徒各自が結髪することゝなった」。十 

二年一月頃から、十五年十二月頃までは、衣服は「袴を禁止して通常の青年女子と異るところなからしめた」。頭髪は「唐人髷、い 

ちょうがへしと為し、別に一定の簪を使用せずして、通常の青年女子と相違なからしめる事となった」。その後「島田髷も差支なし」 

と定められた。以上によると、袴を用いたのは 初の数年だけであったようである。ところが十八年十一月十六日から、服装は体 

操の時は必ず袴と靴を着用し、教室および外出には随意たるべしという命令が学校から出た。その年は随意であるが、十九年一月 

からは必ず実施することとなり、臨時に文部省から袴と靴の費用が支給されたということである(『桜蔭会史』前出、二六―七頁)。  

明治十三年五月に国学者福羽美静が第二代摂理となってから表面化してくる、開化から復古への傾向は、服装面にも現われたこ 

とは、前に述べたとおりである(二六頁)。 

 

   明治十七年に本校を卒業して、その後三十四年間、母校に奉職し、わが国における作法と家事教育の基礎を築いた後閑菊野 

  (一八六六―一九三一)は、大正四年十一月の開校四十年記念式の際に次のように述べている。「寄宿舎に於ける教育の一部と 

  して、礼節教場並に之に附属せる割烹所を家事実習所とし、掃除・料理等を練習致しました。明治十六年に寄宿舎即ち只今の 

  寄宿舎及び食堂が新築になりましたので、それからはこゝで実地練習を致しました。食堂並に之に附属の台所は一棟では御座 

  いますが、並んで教室〔数室〕に分れて居りましたから、同じ室に配当せられました人には〔ママ〕一家族のやうな有様にな 

って居り、朝タの自炊を各別々に致しました。竈(かまど)なども、其頃少々普通と異ったのが出来て居りましたのを試験の為 

に用ゐて居りました。それで、あなたの処の御飯は、もう出来ましたか、私の処のはちと遅いやうですとか、薪は私の方が少 

くてすみます、などと申し合ったこともあります」(『桜蔭会史』前出、二一―二頁)。 

 

 明治十九年八月、高等師範学校女子部生徒となった本校生徒は一般に洋服を着用することとされ、十月から実施された。いわゆ 

る「鹿鳴館時代」の開幕である。 

 次に、初期の文明開化期から中期の国粋主義の時代へ、そして末期の森文部行政のもとでの国家主義的な欧化主義の時期へと三 

転した東京女子師範学校生徒の正装した姿を当時の写真で示しておこう。ここにあげたものは、それぞれ、明治十年、十六年、十 

九年のものである。 

 

 女生徒の舞踏会 

 

 幕末に外国とのあいだに結ばれた不平等条約を撤廃するために、「鹿鳴館時代」が政府自らの手によってつくりあげられるが、こ 

の欧化政策は一般社会に影響するところ大きく、婦人の洋装が流行し、大学生と女学生の演劇会まで催された。 

 当時の本校教諭中川謙二郎が述べているところでは、「明治十八、九年頃になると、世の中は所謂鹿鳴館時代で、本校の生徒も洋 



装して課業に就く事となり、学校では舞踏を稽古した。恰度私の室の隣りの室が、舞踏を稽古する教場になって居たので、騒々し 

くって困った。私はダンスが嫌いでしたから、もう少し静にしてくれぬかといふと、静にしては稽古は出来ませんと言って居った。 

恰度大きな講堂があって、舞踏室によかったと見えて、大学の教授連がよく来てダンスをやって居った。坪井玄道君なども体育の 

方からダンスを研究すると言って来て居たが、大学の方では穂積陳重・桜井錠二博士等がよく見える顔だった」(『教育五十年史』 

前出、七六頁)。前記の後閑菊野は、大正十四年十一月の開校五十年記念式における追憶談のなかで次のように述べている。「着物 

の裾をひき、抜衣紋〔ぬきえもん〕にし、唐人髷の前うしろに簪をさして、卒業の時の写真をとりましたものが一変致して、束髪 

に薔薇の花をさしたり、洋服を新調したり、帽子の飾りに骨を折ったり、苦心致したので御座います。そうして出来上がりました 

其様子の可笑しさは、皆様の御想像にまかせます」(『桜蔭会史』前出、二八頁)。こうして明治十九年から二十五年までの卒業写 

真の服装は洋装となったが、二十六年からは、ふたたび和装に復することになる。 

 

 生活史の断面 

 

 次に、彼女たちの卒業後の生き方の歴史に視点を移してみよう。明治八(一八七五)年の開校から現在に至る百年の本校卒業生の 

歩みを、その後にわたってたどることは、とりもなおさず、この学校の歴史を、国民、とりわけ女性の日常生活史の次元でたどる 

ことである。これは興味深いことであるが、史料その他の点で難しいことでもある。以下、できる限り、その実相に迫るべく努め 

てみよう。 

 卒業生たちが就職した時、その就職先はどういうところだったかを年度別に並べてみると表Ⅰ・１１のようになる。参考のため、 

死亡者数もあげておいた。史料は『女子高等師範学校一覧』(明治二十五年度)である(『一覧』は本校が発行していた年報である。 

以後たびたび引用するが、『一覧』と略称することがある)。就職状況ということになると、就職してどれほどの期間同職を続けた 

か、どれだけの収入を得ていたか、などが問題になるので、表Ⅰ・１２に、同じく『女子高等師範学校記事 乙』(同記事は明治七 

年から三十一年までの本校に関する事務書類を、甲、乙、丙の三冊に分けて綴じ合せたもの。以下『記事 甲』『記事 乙』『記事  

丙』と略称する)から関連部分をあげておく。参考のため、明治二十四年三月卒業生の分まであげておいた。 

 表Ⅰ・１３では、彼女たちが結婚した場合、相手はどういう職業の人びとだったかを調べてみた。明治二十四年に行なわれた調査 

であるために、高等師範学校になり高等師範学科を卒業した者の場合も含まれているが、おおよそのことは知られよう。卒業生た 

ちが、どのような割合で結婚したか、また結婚した場合、子どもを何人生み、どのくらいの割合で育て得たかも興味ある問題であ 

る。これについては、本校教諭佐方鎮が、明治二十五年にその調査を行ない、『茗渓会雑誌』に発表したものが残っているので、表 

Ⅰ・14 に、その「取調表」をあげる。昭和二年度調査のものもあり、この間に若干の変動があるので、参考のため、二年度調査分 

を()内に記入した。 

十九世紀後半の日本は、女性の結婚率が高いことと早婚、そして多産多死型の社会として知られている。そういうなかでの本校 

卒業生のこのような結婚と産育構造は、彼女たちが、同時代の日本で特異な社会集団を形成していたことを物語っている。 

 表Ⅰ・15 は、本校生徒の出自がどのような地域にわたっているかを見るために作成した、卒業者の府県別本籍である。『女子高等 

師範学校一覧』(明治二十五年度)を史料にして作成してみた。ただし、これは卒業者の一覧であるから、必ずしも、入学者のそれ 

ではない。また、結婚した場合には本籍地が変るので、夫のそれが、本人のそれのかたちをとってここに現われてくることになる。 

また、本籍地は必ずしも現住地ではない。そのような条件を頭において、本校卒業生の地域的散らばりを推定する参考にしてもら 

いたい。 

 

 卒業生の生き方 

 

 以上、卒業生の生き方の歴史の概況を述べたが、これだけではあまりに概念的でよくわからないので、次に、何人かの在校生、卒 

業生の当時とその後の生活史を見てみよう。 

 まず青山千世(一八五七―一九四七、のち森田姓となる)。明治八年開校とともに入学し、十二年卒の第一回生だった千世のことは、 

その娘山川菊栄によって『おんな二代の記』のなかに、いきいきと書きとめられている。父親は旧水戸藩儒者青山延寿である。東 



京で官途についた父に呼ばれて上京した千世は、父の旧友に中村正直がいた関係で、中村の同人社を経て、東京女子師範学校に入 

学。入学した彼女たちにとって苦手だったのは物理学であった。教科書は、『博物新編』『格物入門』など、洋書の漢訳であった。 

生徒が難しいというと、教師の方は、男子師範でも同じものを用いているがだれも泣きごとはいわない、ここは嫁入り前のお稽古 

事をするところではない、と叱った。『西国立志篇』『文章軌範』を用いての中村正直のいきいきとした講義は彼女らを魅了し、千 

世は、九十歳で世を去る頃まで、昔を思い出すとあの時の彼の声がよみがえると語っていたという。千世は、卒業後は、結婚して 

子育てに専念する。 

 同じく第一回卒業生の佐方鎮(しづ、一八五七―一九二九)は、卒業後母校に職を得て、附属幼稚園・小学校・高等女学校、本校 

と三十八年間在職した。退官後は神田高等女学校長となり、合せて五十年の教職生活を送った。明治十三年七月卒業の加藤錦子(一 

八六三―一九一三、のち武田姓となる)も同じケースである。卒業後ただちに附属幼稚園で職に就き、十九年にはアメリカ留学を命 

ぜられて、わが国の女性で海外に公費留学し教育学を修めた 初の人となった。三年を経て帰国後、大正二年の死に至るまで本校 

で英語を教え、幼稚園保育にも足跡を残した。 

 多賀春子(一八六一―一九三八、のち鳩山姓となる)は、明治七年に父とともに信州の松本から出てきて東京女学校にいたが、同校 

が廃校になり、東京女子師範学校内に英学科(のちこれも廃止)が設けられてここに生徒が移されたので、本校に関係を持つことに 

なった。十年九月、本校に改めて入学。東京女学校の生徒には高官や資産家の令嬢が多く服装も華美だったのに、東京女子師範学 

校の生徒は質素で勉強家が多かった。暗記物が多く、先生の方も勉強家で沢山のことを教えるため、生徒の負担は重かったと、彼 

女の『自叙伝』(前出)は述べている。 

   「一度の宿題にしても、式題の多い時は〔代数など〕約二百題位宛課せられたものなんです。……何様凡ての先生から少しも 

  余計に注入せんと試みらるゝのですから、生徒の脳力の負担と申すものは、それは莫大なものでありました」(六二頁)。 

 彼女がのち、共立女子職業学校(現在の共立女子大学)の創立に参加することについては前に述べた。 

 明治十二年七月に本校を卒業した荻野ぎん(一八五一―一九一三)は、のちにわが国における女医第一号となった。この女性の生活 

史は次のとおりである。 

 ぎんは嘉永四年に現在の埼玉県熊谷市の北方、利根川に近い妻沼〔めぬま〕町の豪農荻野家の五女に生れた。郷党の儒者について 

漢学を修めたが、慶応三年十六歳の時、本人の意思にかかわりなく土地の旧家に嫁がされた。ここで性病をうつされて、二年後実 

家に帰り離縁となった。彼女は明治三年に上京し、順天堂医院に入院。若い女性の身で病苦のうえ男性医師の診療を受ける屈辱を 

なめ、同じ苦しみで身を破滅させる同性の多いことを思って、女医になろうと心深く決意した。郷里に帰って、幼時からの師松本 

萬年の長女松本荻江(一八五一―九九、東京女子師範学校設立当初、読書掛教員となる)と意気投合し、周囲の反対を押しきって、 

六年二十三歳の時上京、国学者として名高かった井上頼圀の門に入った。井上は彼女を後妻に迎えようとしたが、これに当惑した 

彼女は、女医になろうとする初志を貫くため彼のもとを去り、甲府に塾を開いていた内藤満寿子の招きに応じて、七年の夏に甲府 

へ赴いた。翌八年秋、東京女子師範学校が開設され、松本荻江がその教師となると、ぎんは荻江の勧めで入学した。 

 

    在学中のエピソードとして、次のような話が、ぎんの後輩でのちに東京女医学校(現在の東京女子医科大学)を創立した吉岡  

弥生によって伝えられている。明治八年に駐米公使を辞して帰国した森有礼が、日本の旧習打破の意味で、広瀬つねという婦 

   人と契約書を交わして結婚し、当時の人びとを驚かせたが、その陰にはかねてより森と婚約していた古市静子という女性の嘆 

   きがあった。これを聞いて憤慨したぎんは、静子に代って森のところに押しかけ、その不徳義をなじったうえ、静子の身が立 

   つように東京女子師範学校を卒業するまでの学資を出すことを承諾させたというのである(『荻野吟子』昭和四十二年、一一  

頁)。初期の卒業者名簿や『おんな二代の記』には「古市らく(洛)」という名は出てくるが、古市静子がこれと同一人物か、 

   あるいは卒業はしなかったが在学した別人がいたのか、そのような点について確かめる史料がない。いずれにしても、前述の 

   ような破鏡に泣いた荻野ぎんの在学中の軒昂たる意気を示す逸話として、このような話が伝えられているわけである。 

 

 ぎんは明治十二年七月の卒業式の日に、東京女子師範学校幹事永井久一郎(永井荷風の父)から卒業後の志望を尋ねられ、医学研究 

の決意を述べると、永井は石黒忠悳〔ただのり〕(のちの陸軍軍医総監)に紹介した。石黒は二、三の私立医学校に紹介したが、い 

ずれも女子禁制で拒絶され、さらに石黒の紹介で、侍医高階経徳が下谷で経営していた医学校の好寿院にようやく入学することが 



できた。当時蛮風の盛んであった多くの男子学生のあいだで、たったひとりの女子学生として学校生活を続けるためには、多くの 

困難を堪え忍ばなければならなかったようである。そのうえ、三年の学業を終え、いざ開業試験を受けるとなると、女子であるが 

故に却下され、さらに苦難の道を歩まなければならなかった。そのため外国へ行って資格を得て帰国し、開業することまで考えた。 

また古書を調べ、『令義解』(平安時代の初期につくられた養老令の註釈書)に「女医」の制度があることを知り、当時の内務省衛生 

局長長与専斎を動かして、明治十七年九月、ついに前期試験(物理学・化学・生理学など)を受けることを認められた。この時四人 

の女性が試験を受けたが、荻野ぎんがひとり合格し、翌十八年三月の後期試験(内科学・外科学・産科学・臨床実験など)にも首尾 

よく合格して、ようやく開業免状を手にすることができた。時に彼女は三十四歳であった。 

 こうして、苦難の末に首尾よく女医第一号となった彼女は、さっそく本郷において婦人科医院を開業し、間もなく下谷に移った。 

彼女は明治十九年に本郷教会で海老名弾正から洗礼を受け、二十三年十一月、同志社学生で十三歳年下の志方之善〔しかたゆきよ 

し〕と結婚した。この夫は翌二十四年から北海道瀬棚郡利別の原野で、キリスト教徒による理想郷建設の事業に従事し、ぎんも二 

十七年にこの地に移住してこれを助けた。のちに、彼女は瀬棚の町で開業し、夫の死後、四十一年に東京に戻り、本所区(現在の墨 

田区)小梅町で開業した。大正二年に没した彼女の墓は現在のお茶の水女子大学に近い雑司ケ谷墓地にある。東京女子師範学校の  

初の卒業者のうちには、このような開拓者精神に満ちた女性がいたのである(以上は主として前掲『荻野吟子』による。なお、渡辺 

淳一『花埋み』〔昭和四十五年〕は荻野ぎんの生涯を伝記小説風に描いたものである)。 



   

  第二章 女子高等師範学校時代 

    

   第一節 高等師範学校女子部の成立 

 

 国立女子高等教育機関 

  

 明治十九(一八八六)年四月の勅令第一三号は、本校を新設の高等師範学校女子部に位置づけ、他府県にも増えてきた尋常師範学 

校の一階梯うえの中等学校女子教員養成学校として性格づけた。もっとも、従前からの小学校教員養成課程は、小学師範学科とし 

てその後も続いたが、これも、二十八年三月に三人の卒業生を送り出して廃止されたのである。四十一(一九〇八)年に奈良の女子 

高等師範学校が開設されるまでの二十年間、このような性格の学校は本校のみであった。三十年、のち日本女子大学校を開く成瀬 

仁蔵は、当時の女子高等教育の現状をアメリカの場合と比較して批判し、「本邦で女子に高等教育を授けて居るのは女子高等師範学 

校のみであります」と述べている(「女子教育談」『成瀬仁蔵著作集』一巻、昭和四十九年、一六一頁)。 

 このような事情は、本校の性格に、単に教員養成の学校というだけでは尽くせないものをしだいに付加していくことになる。帝 

国大学が女子にはまだ開かれておらず、しかも官学優位の時代にあって本校だけが唯一の高等教育機関ということになると、いき 

おい教職を求める者のほかに、学問研究や他の専門職を志す生徒までもがここに活路を求めることになってくる。そういう意味で、 

この女子高等師範学校時代は、本学百年の歴史に特有のキャラクターを付け加えた時代といわなければならない。学校や文部省の 

側も時代のこの動向を受けとめ、この期間を通じて、学科課程上の分科制、研究科の新設、教官の在外研修制など、一種のアカデ 

ミズム志向が進むのである。 

 明治十九年、新発足の高等師範学校に校長として着任し、五年にわたって在職する(この期間は高等師範学校女子部時代全体をお 

おう)のは、森有礼文相の意向をうけたものといわれる軍人の山川浩(一八五四―九八)であった。彼の着任に伴って、それまで東京 

師範学校長であった高嶺秀夫は本官を免ぜられ、高等師範学校教諭兼教頭となった。森有礼は山川を通して、彼が「教育の本山」 

と呼んだこの学校の生徒の人格を訓練するために、兵式体操、行軍旅行などを課し、寄宿舎には軍隊式の分団・小団組織を取り入 

れ、軍服まがいの制服・制帽を着用させて、その目指す順良・信愛・威重の三気質を養わせようとした。高嶺教頭は、このような 

軍隊式教育と生徒の修学とを調和させることに苦心したといわれる。『高嶺秀夫伝』(大正十年)によると、彼は行軍に学術研究の意 

味を兼ねさせる旅行の案を立てて、十九年二月にはじめてこれを実施した。のち修学旅行と呼ばれて、全国各地の学校で行なわれ 

るようになっていく学校行事の原型のひとつである。 

 

 教育の実際 

 

もっとも、以上は高等師範学校全体についての教育方針であって、男女両部それぞれの実際ということになると、両者のあいだ 

には若干の違いがあった。すでに述べたように(三六、三八頁)、全者の入学資格が尋常師範学校卒業で、修業年限は三年であった 

のに対し、後者の入学資格は尋常師範学校第二学年終了またはそれと同等の学力で、修業年限は四年であった。そして前者が理科 

学科、博物学科、文学科に分けられたのに対し、後者はまだ分科されなかった。授業時間数は、男子師範学科が週三十時間だった 

のに対し、女子師範学科の方は三十四時間だった。女子師範学科生徒に対しては、兵式体操や行軍旅行は課せられなかった。「修身」 

を「倫理」に代えたこの時の学科課程については、前述した(三七頁)。 

 前述の「卒業生服務規則」に基づいて、明治二十年十一月の校則改正により、生徒は卒業後、男子は十年、女子は五年のあいだ 

は許可を得ずに教職を離れず、そのうち男子は三年、女子は二年のあいだ、文部省から指定された場所および俸給額によって奉職 

する旨の誓書をさし出させることが規定された。 

 なお明治十九年十月の校則改正で、学年を改めて四月一日から翌年三月三十一日までとし、これを前・後の二学期に分け、前学 

期は四月一日から七月十五日まで、後学期は九月十一日から翌年三月十五日までとした。これまでは九月六日に学年が始まり、七 

月二十日に終ることとなっていた。学校が、政府の外側に自立している存在ではなく、国家の事務体系の一環として位置づいてい 



るものであるとの考え方が、この時点で、学年暦の次元にも貫徹してきたのである。 

 

   第二節 女子高等師範学校時代 

  

 分立 

 

 明治二十三(一八九〇)年三月二十四日、勅令第四二号により、高等師範学校から女子部が分離されて、女子高等師範学校が設立 

された。翌二十五日に文部大臣訓令により、文部省直轄学校であった東京高等女学校と高等師範学校の附属であった幼稚園を女子 

高等師範学校附属とし、別に附属小学校を設置して、高等師範学校附属学校小学科の女児をここに転学させた。附属高等女学校は 

神田区一橋通町から本郷区湯島の女子高等師範学校の構内に復帰し、高等師範学校附属小学校が一橋通町の東京高等女学校の校舎 

に移った。 

 三月二十六日には、東京女子師範学校の初代摂理であった中村正直が独立校となったこの女子高等師範学校の初代校長に任命さ 

れた。彼は翌二十四年六月二日より病臥し、同七日逝去したから、女子高等師範学校長の在職はわずか一年二か月余に過ぎなかっ 

た。 

 明治二十三年四月一日には、文部大臣の訓令により、東京高等女学校が所有していた現金や物品を女子高等師範学校が引き継ぐ 

こととなった。七日には、文部大臣が東京高等師範学校と本校の敷地境界を定め、図面をもってこれを示した。また同日、女子高 

等師範学校長は、当分のあいだ、本校は高等師範学校女子部の規則を、附属高等女学校は東京高等女学校の規則を、附属小学校は 

高等師範学校附属小学校の規則を、それぞれ適用して授業する旨の伺書を文部大臣に提出し、九日に裁定を得た。附属幼稚園につ 

いても当分のあいだ高等師範学校附属幼稚園の規則を適用することとした。 

 四月十一日、本校および附属高等女学校・小学校は授業を開始した。附属幼稚園はとくに変更もなかったので、すでに二日より 

保育を始めていた。この時の生徒・児童・園児の人数は本校生徒が八十八人、附属高等女学校生徒が一八一人、附属小学校児童が 

二三三人、附属幼稚園園児が一八三人の計六八五人であった。 

 同十七日には、高等師範学校から女子高等師範学校への資金および物品の分割・処分について、文部大臣から訓令があった。そ 

こで両校が協議して、資金については、これまで混同処理してきたものについてはこれを折半し、物品については、職員・生徒な 

ど各自専用していたものは、おのおのその人員によって区分し、共用してきたものは、両校協議のうえ分割した。また東京女子師 

範学校に下賜された天皇・皇后御真影、皇后から下賜された御詠および三幅対の軸物(酒井抱一筆)は、本校校長が高等師範学校長 

からこれらを受け継いだ。 

 

 教官定数と事務分掌の整備 

 

 明治二十三年五月二十二日に文部大臣の内訓により本校舎監および書記の人員が、舎監定員については、判任官一等一人、同三 

等一人、同四等二人、書記定員については、判任官三等一人、同四等二人、同五等二人と定められたが、十二月四日に「女子高等 

師範学校職員毎等定員」が表Ⅱ・１のように改定された。 

この表にある「教授」という職名は、明治二十三年三月の勅令第四三号により文部省直轄諸学校官制が改正された際、直轄諸学 

校の教官中にはじめて設けられたものであった。教授・助教授は本校教員、教諭・助教諭は附属高等女学校教員、訓導は附属小 

学校教員、保姆は附属幼稚園の保育を担当するものであった。 

 明治二十四年七月勅令第一四一号により、教授は十二人、助教授は四人、保姆は五人に増員され、助教諭は十人、訓導は十二人 

に減員された。附属学校の人員を切りつめて、本校の教官を充実したわけである。 

 明治二十六年八月の勅令第八七号では、教授十人、助教授三人、教諭四人、助教諭八人、訓導九人、舎監一人、保姆七人、書記 

五人と定められ、保姆を除いて大幅に減員された。三十年四月二十八日には、助教授四人、教諭五人、助教諭十人、訓導十人、書 

記六人に増員されている(以上『記事 甲』『女子高等師範学校一覧』などによる)。 

  



この頃には教官にも服装の規定があった。明治二十三年十月、文部大臣の許可を得て、教員幹事の服装が次のように定めら 

れた。 

   「本校男子教員ノ服装ヲ常装略装ノ二種トス 

   但改正ハ明治二十四年夏服着用ノ時ヲ期トス 

   常装ハ黒色フロックコート黒色中高帽子トス 

   略装ハ黒色モーニングコート黒色中高帽子トス 

   常装ハ平常職務ヲ執ルトキ之ヲ着ルモノトス 教員ニシテ教室外ノ業ヲ執ルトキハ略装ヲ着ルコトヲ得 

   教授教諭ハ夏季ニ限リ略装ヲ着ルコトヲ得 

   助教授助教諭及訓導ハ平常略装ヲ着ルコトヲ得 

   女子教員ノ服装ハ追テ之ヲ定ム」 

 

 明治二十四年、「事務内規」および「事務員分課仮規程」が定められた。これによって事務組織は、教務、庶務、会計の三部に分 

けられることになり(内規第一条)、仮規程で庶務掛、会計掛、教務担任、営繕担任(会計掛に属する)、校内看守(庶務・会計両掛に 

属する)に分けられることになった。一方、前年の二十三年三月には「一般会計法」の除外的法律として、「官立学校及図書館会計 

法」が施行された。学校財政の歳入の主体は国庫支出金であったが、授業料・入学試験料・寄附金などの収入を加えた財源により 

歳出に当て、それぞれの学校が独立した運営を行なっていた。本校の年度別の予算額を見てみると、たとえば、次のごとくである(『東 

京女子高等師範学校沿革概要』前出、による。増減が著しくない年度は省略)。 

   歳出経常部予算 

  明治二十四年度   三四、一五五円 

  〃   三十年度   四三、四二五円 

  〃  三十二年度   六二、八九〇円 

  〃  三十四年度   九〇、七二一円 

  〃   四十年度   九八、八六二円 

   その後の本校など直轄学校関係の学校財政に関する法制の変遷を述べておこう。当初十五校であった文部省直轄学校は明治 

  三十九年度には三十二校に増加したので、各学校ごとに別個の特別会計を設置しておくことが繁雑となってきた。そこで四十 

  年に帝国大学を除く直轄学校を包括した「学校及図書館特別会計法」が制定された。その後「大学特別会計法」と「学校及図 

  書館特別会計法」を廃止し、国立の学校をひとつの法体系にまとめた「学校特別会計法」が昭和十九年二月に制定される。 

 

 教育勅語と女子高等師範学校 

 

 明治二十二(一八八九)年二月十一日に大日本帝国憲法、いわゆる明治憲法が発布され、翌年十一月に第一回帝国議会が召集され 

た。こうして、日本はアジアで最初の立憲国家となった。ところが、この憲法には教育に関する条文がとくに設けられていなかっ 

た。教育行政は第九条に列挙された天皇大権事項に含まれるものとされ、したがって、議会の審議を経た法律ではなく、勅令によ 

って教育に関する基本事項が定められることになったのである。 

   第一回帝国議会召集を記念して、本校は十一月二十九日課業を休みとし、式典を開いた。「君が代」を歌ったのち本校教官 

  から、「われわれの安全に日日を送るを得るは、天皇陛下の御光の賜物なり。国会議員は、その天皇陛下の旨に従ひて御賛助 

  を申してわれわれを治め給はる人たち」であるから「国会議員に対するは、天皇陛下に対するが如くにすべし」との講話が 

  行なわれたという。次に別の本校教官が登壇し、当日の議事党の様子を述べたのち次のようにも述べた。「ここに女子高等師 

  範学校の生徒に望むことあり。剛と柔との字あることは、誰も知るところなり。剛は男子の備ふべきものにして、柔は女の備 

  ふべきものなり。昔の女は柔に過ぎ、すべきこともせず、言ふべきことも言はざりしなり。しかし明治も二十三年、国会の開 

  けたる時分の女子に於いては昔日と似るべからず。さりとて剛に流れず、心の中に剛を入れ、如何なる事に出会ふとも決して 

  恐れず、言ふべきことは言ひ、なすべきことはなし、その外貌に於いては柔にして、女の特性はあくまでも失ふべからず」(「十 



  文字こと日記」明治二十三年十一月二十九日の項による。『十文字こと先生伝』昭和三十六年、所収)。 

 明治憲法が発布された年の翌年、明治二十三年の十月三十日に「教育ニ関スル勅語」(教育勅語)が発布されて、国民教育および 

国民道徳の基本が規定された。その起草には中村正直が関与したことが知られている。中村正直の徳育思想は、明治の教学思想の 

根底にあった儒教と正面から対立するものではなかった。しかし、人格神の観念を前提に置いて発想された中村の徳育論は、教育 

勅語の下付を要求していた同時代の復古的な動向になじみにくいところがあり、結局、彼の起草した原案「徳育の大旨」は廃案と 

なってしまった。 

 なお、下付された教育勅語が井上毅・元田永孚案のかたちでほぼ固まりつつあった明治二十三年七月下旬、この案が、ときの文 

相芳川顕正から中村正直に示され、意見が求められた。中村は、「数日留め置き、度々拝見仕候処、至極時勢人情に合し、一言を容 

るる能はず候。故にそのまま返上仕候」と、八月四日付の芳川文相宛書翰で述べている。同年十月中旬の最終段階においても、中 

村正直は芳川文相から求められて修正案文を提出したが、これは字句の修正に過ぎないものであった。 

   

   明治二十三年十二月二十五日.女子高等師範学校長中村正直は、親署の勅語を文部省において拝受することになった。この 

  勅語は菊御紋付黒漆塗・緑色真田紐付の箱に納めたもので、帰校後中村校長はこれをさらに桐白木製の外箱に納め、錠をおろ 

  し、金庫に納めて土蔵に安置した。その外箱と金庫の鍵は校長自ら管理し、他人が触れることを許さなかった。そして勅語奉 

  読用のため別に謄本をつくり、表装して巻物とし、これも黒漆塗・緑色真田紐付の箱に納め、事務監督がこれを管理すること 

  とした。明けて二十四年一月十六日には文部省から教育に関する勅語謄本と文部大臣訓示各一葉が交付された。この謄本は額 

  に表装して天皇・皇后の御影、皇后下賜の御詠とともに白木の箱に納め、これにも錠をおろして土蔵に安置した。 

 

 明治二十三年十月三十一日付の文部大臣訓示には「凡ソ教育ノ職ニ在ル者、須ク常二聖意ヲ奉体シテ、研磨薫陶ノ務ヲ怠ラザル 

ベク、殊ニ学校ノ式日及其他便宜日時ヲ定メ、生徒ヲ会集シテ勅語ヲ奉読シ、且意ヲ加ヘテ諄諄誨告シ、生徒ヲシテ夙夜ニ佩服ス 

ル所アラシムベシ」とあった。 

 さらに明治二十四年二月に、女子高等師範学校長は、教官・幹事・舎監・書記の新たに就職する時、および本校ならびに附属高 

等女学校生徒が卒業する時に限って、一回、親署の勅語を奉読させることを定めた。 

 

 明治二十四年の学則制定 

 

 明治二十三年三月末に女子高等師範学校が高等師範学校から分離、設立された直後においては、当分のあいだ高等師範学校女子 

部の時代の規則をそのまま適用することになっていた。その後本校において委員が新学則の立案に当り、小会議および教員会議の 

議を経て、二十四年二月十四日、学校長が学則の制定を文部大臣に伺い出、同四月裁定を得て、「女子高等師範学校学則」がただち 

に施行されることとなった。 

 高等師範学校女子部の時代から、入学資格は尋常師範学校第二学年修了またはそれ同等の学力で、修業年限は四年であった(三六、 

三八頁参照)。この時本校教員会議においては、高等師範学校(元の男子師範学科)と同様、修業年限を三年とし、入学資格を尋常師 

範学校(修業年限四年)卒業もしくはこれと同等以上の教育を受けた者、と改正することを希望する意見も少なくなかった。しかし 

当時のわが国の女子教育の実情はまだこの希望を達成し得ない状態であったので、他日の実行を期すべきであるとの説が多数であ

った。 

 このようにして定められた新学則で改正された主な点は次のようであった。 

    

  一、明治十九年十月の校則改正で、四月一日からの学年を二学期に分けていたが、これでは授業上、学習上不便であったので、 

   四月一日―七月二十日、九月十一日―十二月二十四日、一月八日―三月二十日の三学期とした。 

  二、授業時間数が週三十四時間であったのを三十一時間に減じ、生徒自修の時間を増した。 

  三、学科課程のうち、倫理の授業時数を減じ、教育史を第一学年において課し、国語・漢文・地理・歴史・家事の授業時数を 

   増し、英語・理科のそれを減じた。 



  四、第四学年の第二・第三両学期間は、学科を課することなく、もっぱら実地授業に当らせることとした。 

  五、小学師範学科を設けた。生徒の学力不十分との理由で退学させるのは不経済でもあり、小学校女教員が欠乏していた 

   時代でもあったので、一時これを置くこととした。 

 

 この制度改正に伴って実施された学科課程は表Ⅱ・2 のとおりである。 

 なお、明治二十五年七月に校旗が制定された。 

 

 校長の交代 

 

 明治二十四年六月七日に女子高等師範学校長中村正直が逝去したのち、翌八日、本校教授村岡範為馳〔はんいち〕(一八五三―一 

九二九)が校長心得を命ぜられ、八月十日に東京音楽学校長に転出すると、本校教授中川謙二郎(一八五〇―一九二八)が校長心得を 

命ぜられた。同十六日、のちに東宮大夫・学習院長などを務めた細川潤次郎(一八三四―一九二三)が本校校長(勅任)に任ぜられ、二 

十六年十一月に枢密顧問官に親任されたのちも、本校校長を兼務していたが、二十七年三月八日、兼務を免ぜられた。同日、秋月 

新太郎(一八三九―一九一三)が本校校長兼文部省参事官に任ぜられた。 

 明治三十年十一月に秋月が辞任したのちは、高嶺秀夫(一八五四―一九一〇)が、四十三年二月二十二日に逝去するまで十二年余 

の長期にわたって本校校長として在任した。 

 文・理・技芸三分科制の実施、家事科や体操科の充実、専修科や臨時教員養成所の設置などが実現されたのは、いずれも高嶺の 

校長在任中のことであった。この時代におけるわが国女子中等教育の発展に伴って、女子中等教員の需要が増大し、本科の生徒定 

員が百名から三百名に急増して、女子高等師範学校がわが国女子教育の総本山としていよいよ重きをなすようになった時代でもあ 

った(『高嶺秀夫先生伝』大正十年、参照)。 

 

 女子中等教育の発展と女子高等師範学校 

 

 明治二十三年十月の勅令第二三三号「文部省直轄諸学校官制」により、「女子高等師範学校ハ文部大臣ノ管理ニ属シ、女子師範学 

校・高等女学校及ビ小学校ノ女教員、並ニ幼稚園保姆ヲ養成スル所トス」と定められた。 

 

   わが国で「高等女学校」という名称が最初に用いられたのは、前述のように、明治十五年七月に東京女子師範学校に附属高 

  等女学校が設置された際であった。明治二十四年十二月に中学校令が改正された時、その第一四条として「高等女学校ハ女子 

  ニ須要ナル高等普通教育ヲ施ス所ニシテ、尋常中学校ノ一種類トス。高等女学校ハ女子ニ須要ナル技芸専修科ヲ設クルコトヲ 

  得」とされた。こうして高等女学校が男子の尋常中学校に対応する女子の中等学校であることが法制上明確にされた。しかし 

  高等女学校としては、当時女子高等師範学校附属高等女学校のほか、全国で公立七、私立二十を数えるのみで、私立高等女学 

  校の大部分は外国人宣教師が経営するキリスト教主義のミッション・スクールであった。当時女子の中等学校在学率はわずか 

  ０・一五パーセントほどで、千人中一・五人、その生徒は富裕階級の子女に限られていた。 

   明治二十六年三月から二十七年八月まで在任した井上毅文相は、この時代のわが国における資本主義的近代産業の発展に即 

  応して実業学校制度の整備に努めるとともに、女子中等教育の充実に力を入れた。彼は女子の中等教育機関を男子の中学校か 

  ら分離して制度化する方針のもとに企画を進め、退任後二十八年一月「高等女学校規程」が省令として定められた。これによ 

  り、修業年限は六年であるが一年の伸縮を認めるとされ、入学資格は修業年限四年の尋常小学校卒業者を原則とし、学科目・ 

  授業日数なども定められた。とくに「修身」については、「貞淑の徳」が教育目標として強調されている。井上毅は森有礼のあ 

  とを継いだわが国の公教育制度の整備完成者として知られているが、とりわけ女子教育の在り方を制度的に決定した人物とし 

  ても重要である。 

 

 明治二十七、二十八(一八九四、九五)年の日清戦争を契機として、日本の国民生活にはいろいろの面で変化が起る。長く学問と 



学校の外側に置き忘れられていた婦人層に現われた変化もそのひとつである。その後およそ十年ほどのあいだに、それまで低迷し 

ていた高等女学校の数は数倍、生徒数は十倍の二万数千人に増加した。四十年代に入って実科高等女学校の制度ができると女子中 

等教育はさらに発展し、四十五年、この系統の学校数は約三百、生徒数は約七万五千人になった。また、三十年十二月の文部省訓 

令によって女子生徒の員数が一学校を構成するに足ると認められた場合には女子師範学校が設置できるようになったので、この系 

統の女子中等学校も増えはじめ、大正二年には、師範学校全八十六校中、女子師範学校三十三校を数えるまでになったのであった。 

このように女子中等教育の発展は見られたのだが、この女子教育への要求の高まりは、必ずしも女性の社会的労働への参加のため 

という観点からのものばかりではなかった。そこには、明治国家の民法制下の家父長的な家族制度を担う女子の養成のためという 

観点からのものが含まれていた。高等女学校は制度上は男子の中学校に対応しているというものの、学科課程では家事・裁縫など 

女子特有の科目を重視するものであった。この傾向をさらに強めたのが実科高等女学校であった。発展し行く女子中等教育がこの 

ような性格に彩られるものであったということは、その女子中等教育を担当する教員の養成校である本校の在り方を、直接間接に 

規制した。実際、以下に見るように、女子高等師範学校の教育方針と学科課程もしだいに改変・整備されていくのである。この時 

期は、従来から存在していた私立の女子の諸学校のうち、日本女子大学校(のちの日本女子大学)、女子英学塾(のちの津田塾大学)、 

東京女医学校(のちの東京女子医科大学)、新設の帝国女子専門学校(のちの相模女子大学)、神戸女学院専門部(のちの神戸女学院大 

学)、同志社女子専門学校(のちの同志社女子大学)などが、本校と同じく「高等ノ学術技芸ヲ教授スル学校」(明治三十六年専門学校 

令第一条)としての位置づけを公教育制度内に獲得していく時代に当っている。 

   明治十年代末から、女子教育について、洋学者福沢諭吉らの婦人の社会的労働への参加を前提においた必要論から、儒学者 

  流の保守的な論に至るまでさまざまの論議が行なわれたが、結局のところ、良妻賢母主義がわが国の実情に合う女子教育論と 

  して定着するようになっていったのであった。明治三十四年から三十六年まで文相の座にいた数学者の菊池大麓は、高等女学 

  校の教育目的として「良妻賢母」を掲げた最初の文部大臣といわれる。彼は、三十五年五月の高等女学校長会議にのぞんで 

  「結婚して良妻賢母となるということが将来大多数の仕事であるから、女子教育というものは、この任に適せしめることをも 

  って目的としなければならない」と主張し、だから、女学校には女子特有の家事・裁縫などの教育は必須であるが、男子と同 

  じ職業のための教育は必要でない、としている。 

   井上や菊池の先輩である森有礼は、「優美よりは快活、柔順よりは才発、家事よりは社交、手芸よりは学術と云ふが女に対 

  する渠〔森のこと〕の注文であった。此の方針から在来の女大学的主義を排して高等学術を授け、外国語を重要課目として旁 

  ら洋楽及び舞踏を教へ、直轄女学校の学生には洋装せしめ云々」(内田魯庵『おもひ出す人々』昭和二十三年、五頁)と、非難 

がましく評せられる面を持つ文部行政を行なった文相であった。本校はこの時代、この「直轄女学校」と類似の教育が授けら 

れていたのであるが、しかし、彼はまた、場面を変えると次のように主張する文相でもあった。「抑モ教育ノ要旨タルヤ人ヲ薫 

  陶シテ善良ノ人トナスニ在ルコトナレバ、女子教育ノ目的モ畢竟良妻賢母ヲ養成スルニアルト云フコトヲ忘ルベカラズ」。こ 

  う述べて、明治二十一年七月の東京高等女学校の卒業証書授与式では、しゅうと、しゅうとめに対する嫁たる者の心得を説い 

  ている。 



 

 明治二十七年の本校教育要旨と選科の設置 

 

 明治二十七年六月十一日に「女子高等師範学校教育要旨」が制定された。これは、本校教授中村五六が提出した第一案に教員会 

議などで修正を加え、第二案、第三案をさらに修正して、第四案として定められたものであった(『記事丙』による)。その内容は 

次のとおりである。 

 

   「本校ハ女子教育ノ淵源ニシテ、風教化育ノ依テ生ズルトコロナレバ、殊ニ教育ニ関スル勅語ノ趣旨ヲ奉体シテ、其ノ実効

ヲ挙ゲンコトヲ務ムベシ。 

   乾坤徳ヲ異ニシ、陰陽行ヲ同ジクセズ。本校ノ教育ハ一ニ女子ノ本性ニ順ヒテ之ヲ施スベシ。 

   徳義ヲ以テ教化スルハ教育ノ骨髄ナリ。本校生徒ハ他日人ノ師表・母儀タルベキ重任ヲ負フモノナレバ、最モ品行ノ端正・ 

  志操ノ廉潔ヲ尚バシムベシ。且ツ謙譲ノ美徳ト進取ノ気象トハ偏廃スベカラズ。二者其ノ宜シキヲ得シムベシ。 

   生徒心身ノ関係ニ注意シテ、其ノ健康ヲ増進セシメ、適実ナル教授ヲ施シ、生徒ヲシテ随テ学べバ随テ行ヒ、所謂知行合一 

  ヲ期セシムベシ。」 

 

 この「教育要旨」は、女子教員養成の教育理念の出てくる前述のような客観的基盤を、忠実に反映したものであったといえよう。 

これより前、明治二十五年七月十一日に文部大臣から、本校ならびに附属学校・幼稚園の目的・編成などの改正について申し出る 

よう訓令があった。そこで委員を設けて本校規則の改正について立案させ、数回の教員会議を経て、十二月二十七日に学校長が本 

校規則の改正を文部大臣に伺い出た。しかし、その後長いあいだ裁可に至らなかったので、若干の訂正を加えて二十七年七月二日 

に再度伺い出た。十月二日、文部省令第二五号により「女子高等師範学校規程」が定められ、さらに訂正を要する箇所も出てきた 

ので、伺案は一応返付された。十月二十二日に三度伺い出たところ、十二月三日に文部大臣の裁定を得たので、ただちにこれを施 

行することとした。この時に改正された主な点は次のとおりである。 

  一、「学則」を「規則」とした。 

  二、第一章目的第一条として「女子高等師範学校ハ尋常師範学校女子部及ビ高等女学校ノ教員タルベキ者ヲ 

   養成シ、兼テ女子普通教育及ビ幼児保育ノ方法ヲ研究スルヲ以テ目的トス」という条項を設け、教員養成のほか、 

   女子教育や幼児保育について研究する機関ともなった。       

  三、学科課程においては、外国語三時間を随意科目とし、理科の授業時数を減じ、倫理のそれを増して、作法を加え、国語・ 

   漢文のそれを増し、教授法は三年または四年で各学科に附帯して課し、総授業時数を一時間減じて三十時間とした。 

  四、生徒の定員を一二〇名とし、入学資格は従来どおり尋常師範学校二年の課程を修了した者またはこれと同等の学力を持つ 

   者で、「年齢十六年以上二十一年未満」の者とし、国語・漢文・数学・本邦歴史の四科目について学力を考査し、体格およ 

   び履歴を審査したうえ、入学試験に及第した者は、四か月以内仮に入学させて、その資性・品行・才能を観察し、適当と認 

   めた者に限り本入学を許すこととした。 

  五、小学師範学科を廃止した。 

  六、選科〔撰科とも記す〕を設置した。選科生は倫理および教育学を必ず修め、他は本校の学科目中より一科目または数科目   

   を選んで修めた。在学期間は二―三年、授業は本科生と一緒に行なわれた。 

 選科生の制度は中等学校の正規の教員の不足に対応するための措置であった。明治二十九年四月二十二日に「選科細則」が改め 

られて、選修させる学科は一人につき三科目以下とし、漢文には国語、歴史には地理、理科には数学を合せて学習させることとし 

た。 

 

 専修科と保姆練習科・保育実習科の設置 

 

 女子中等教育の急速な発展に伴って教員の需要が激増し、一学科を専修する教員の養成が急務となったので、本校も明治二十九 



年五月十八日に規則を改正して専修科を置くこととした。 

 この時以降本校に設置された専修科を列挙すれば次のとおりである。 

 

学科             設置年月       卒業年月 

家事専修科    第一回  明治三十年九月  明治三十二年七月  

〃        第二回  〃三十五年四月  〃三十七年三月 

〃        第三回  〃三十七年五月  〃三十九年三月 

〃        第四回  〃三十九年四月  〃四十二年三月 

家事専修科    第五回  明治四十二年五月 明治四十五年三月 

国語漢文専修科  第一回  〃三十三年一月  〃三十四年三月 

〃        第二回  〃三十四年九月  〃三十六年三月 

地理歴史専修科  第一回  〃三十三年九月  〃三十五年三月 

〃        第二回  〃三十五年九月  〃三十七年三月 

〃        第三回  〃四十年四月    〃四十三年三月 

国語体操専修科  第一回  〃三十六年一月  〃三十八年三月 

〃        第二回  〃三十八年四月  〃四十年三月 

〃        第三回  〃四十年四月    〃四十二年三月 

〃        第四回  〃四十二年五月  〃四十四年三月 

数学物理学専修科      〃三十七年十月  〃四十年三月 

図画専修科          大正八年四月   昭和三年三月    

 

 この専修科は必要な場合にだけ臨時に設置されるもので、修業年限は最も短い場合に一年三か月、最も長くて三年であった。各 

専修科の入学者は少ない場合は約十名、多い場合は四十名ほどであった。専修科生には官費生と私費生とがあった。一例として、 

表Ⅱ・3 に家事専修科、表Ⅱ・４に国語漢文専修科の学科課程をあげておこう。 

 専修科の設置とほぼ同じ頃、明治二十九年七月に保姆練習科が文部省の許可を得て再設され、十月から授業を開始した。前に述 

べたように、明治九年に東京女子師範学校附属としてわが国最初の幼稚園が設置され、十一年には保栂練習科が置かれたのであっ 

たが、当時は幼稚園が普及していなかったために、この練習科は十三年には廃止された。本校附属幼稚園の開設に先立ち、横浜ミ 

ッション・ホームにおける米国婦人宣教師の施設や、京都柳池校の幼穉遊嬉場の開設があったが、ともに数年をみないで閉鎖され 

ていた。当時全国的規模で政府の手で進められていた小学校教育の普及活動は、全国の家庭における子守りの主たる担い手であっ 

た学齢期の子どもたちを、幼児から引き離して学校に閉じ込めることになる。そのため、残された幼児たちをどうするかが問題に 

なる。十五年に文部省は、この事態に対処すべく、地方や中・下層の家庭の幼児のために簡易幼稚園の奨励を行なったが、これも 

普及しなかった。 

 ところが、明治二十年頃から幼稚園が各地で増設されはじめ、二十年には、六十七(うち私立十四)、三十年には二二二(同五十)、 

四十年には三八六(同一七七)園を数えるに至った。そこで、今度は、これらの幼稚園の保母を養成する機関が不足し、小学校を卒 

業して数か月の見習だけで保育に当らしめるような状態が出てきた。そのため、最初の公立幼稚園の開設校であり、幼児教育に関 

してもすでに長い経験を持つ本校が、前述のように、改めて「幼児保育ノ方法ヲ研究スル」ことを自らの目的のひとつとして自覚 

するようになり、また、保姆練習科を設置することになったのである。その学科課程は表Ⅱ・5 のとおりである。 

 修業年限は一年で、明治二十九年に十五人、三十年に九人、三十四年一月には第三回生九人が入学した。同年十二月に第三回生 

が修了したのちは数年間入学者を募集しなかったが、三十九年三月二十六日に改めて「保育実習科」が文部省の許可を得て設置さ 

れ、同年五月授業を開始した。三十九年の規則では修業年限は四か月以上二年以内である(昭和二年には一年以上三年以内に、三年 

には一年に改められた)。四十年五月には第二回、四十二年一月に第三回、四十三年四月に第四回の授業を開始し、大正二年から昭 

和二十三年までは毎年入学者を募集し、その定員は、はじめ約八名、のちに約二十名であった。 



 

 三分科制の実施と研究科の設置 

 

 高等師範学校の男子師範学科においては、すでに明治十九年の発足当時から理化学科・博物学科・文学科の三分科制が行なわれ 

ていたが、明治二十七年四月に定められた「高等師範学校規程」では、文科・理科の二分科制に改められた。女子高等師範学校に 

おいてはこれに遅れること三年、明治三十年十月の文部省令第二四号「女子高等師範学校規程」により、本科を文科と理科に分け、 

生徒の定員を一二〇名から二百名に増やし、三十一年四月からこれを実施することになった。 

 これまで本校の生徒はきわめて多岐にわたる学科を課せられ、多方面に力を分散して、「高等教育」を施すと称してはいるものの、 

学力の深さを期し難いうらみがあった。卒業後師範学校や高等女学校で実際に担当する科目は二つほどで、三科目にわたる場合は 

稀であった。このようなわけで、文・理二科に分けたのは、教育の実効をあげるための実際的な措置であったということができる。 

倫理・教育学・国語・外国語・家事・体操は共通科目であったが、文科ではそのほか漢文・歴史・地理が課せられ、随意科目は習 

字・図画・音楽であった。理科では共通科目のほか地学・数学・物理・化学・博物・図画が課せられ、随意科目は習字と音楽であ 

った。 

 明治三十二年二月の文部省令第六号により「女子高等師範学校規程」がさらに改められて、技芸科が新設され、同年四月から授 

業を開始した。こうして文・理・技芸の三分科制となり、生徒の定員は三百名に増員された。技芸科の学科目は上述の共通科目に 

習字・図画を加え、音楽を随意科目とし、共通科目中の家事の内容は、文・理科における裁縫・衛生・衣食住・育児・家計簿記・ 

教授法のほか、編物・刺繍・割烹・看護を加えていた。文科と理科に置かれた学科目の家事は明治三十六年に至って廃止される。 

 この三分科制の成立は、前述のように教師教育の実効をねらってのものであった。しかし、別の観点から見れば、これは、総合 

大学時代の学部制へ向かっての、それなりの第一歩ともいうことができるだろう。 

 ところで、わが国の女子教育においては、家事や裁縫が女子の実生活に役立ちまた就学率を引き上げる科目としてとくに重視さ 

れていたが、これまでの女子中等教育におけるこれらの科目の教授には、学力の必ずしも十分でない教員がこれに当り、その実績 

が上っているとはいえない状態であった。このような時、本校に技芸科が新設され家事専門の教員の養成が行なわれるようになっ 

たことは、注目すべきことだったといわねばならない。しかし、技芸科新設の当初においては、授業上なお遺憾の点が少なくなか 

った。そこで、当時本校の学科目としての家事を担当していた教諭であった後閑菊野(一八六六―一九三一)に、東京帝国大学医科 

大学で看護法を研究させ、また明治三十四年の本校卒業生宮川寿美(一八七五―一九四八、のち大江スミ)を文部省留学生に推薦し、 

三十五年から三年半のあいだイギリスで家政学を研究させた。さらに、三十九年四月から家事の課程中に洗濯・染色の実習を加え、 

高橋岩次郎に嘱託してその授業に当らせた。宮川寿美は三十九年八月に帰朝し、ただちに家事担当の教授としてその任に当り、こ 

のようにして技芸科における学科目の家事の授業はしだいに改善された。こうして本校技芸科卒業者が各地に分散して、授業の 

実際に当る者が多くなるに及んで、各女学校における家事科の実効が認められるようになった。 

 これより前、本校教授下田次郎(一八七二―一九三八)が明治三十二年に、教育学研究のため英・米・独三国へ留学を命ぜられ、 

三十五年十一月に帰朝後、女子教育振興のため尽力した。また女子体育法を充実させようとして、当時の高嶺校長は大いに力を入 

れた。三十二年八月には、本校二十五年卒業の井口〔いのくち〕阿くり(一八七〇―一九三一、のち藤田姓となる)を文部省留学生 

に推薦し、アメリカで三年余体操を研究させ、三十六年二月帰朝後本校教授に採用し、同年一月に設置された国語体操専修科(四月 

より授業開始)の生徒の教育に当らせるとともに、全校生徒にスウェーデン式体操を教えさせた。同専修科は体操の女教師の欠乏を 

補うために設けられたもので、体操だけでは教師として採用され難かったので、国語を合せ課したのであった。同専修科は前述の 

ように四回募集され、計八十八人の卒業者を出し、わが国女子体育界の発展に大きな効果をあげた。 

 文・理二科に分けられた直後の明治三十一年一月には、本校に研究科が設置された。これは、本校卒業生、またはこれと同等の 

学力を有する者で、師範学校女子部、高等女学校または各種学校の教員となる目的のもとに教育学および教授法などを研究しよう 

とする者のために設けたもので、在学期間は二年以下であった。 

 

 事務分掌規程の改正 

 



 なお明治三十一年九月二十一日に事務分掌規程の改正が行なわれた。この時「事務員事務分掌仮規程」が定められて、それまで 

の三部制が廃され、庶務掛、教務掛および会計掛の三掛に改められた。その後四十四年五月二十三日に図書掛が、大正二年十二月 

十八日に寮務掛が設置され、四年八月三日に庶務、教務および会計の三掛に掛長が置かれて、昭和初年を迎えることになった。 

 

 「新式の一大寄宿舎」の落成 

 

 明治三十二年四月にかねてから計画されていた「新式の一大寄宿舎」が落成した。そこでの寄宿舎生活が、本校の舎則によって 

管理されたことは、従前と変りなく、寄宿舎生活は、「師範教育」のひとつのかなめとして重視されていた。新しい寄宿舎は六棟か 

ら成り、第一・二・五棟が二階建で、一部屋に十六人が入る大きな畳敷の部屋が上下合せてそれぞれ六室あり、第三棟は平屋で、 

一部屋に六人が入る小室が六室あって、以上はすべて寝室として使用された。第四棟は理装室・月番室・茶話室・医局・薬局・病 

室に当てられ、第六棟は三室だけで、生徒監室・談話室・寝室になっていた。ほかに食堂・浴室などがあった。自習室は従来どお 

り、四百畳敷の講堂(明治三十一年竣工)で、毎日寄宿舎から五分も歩いてここで勉強し、行事の際には、机を隅へ片づけた。四十 

四年六月からはこの部屋は講堂としてだけ使用されることとなり、寝室が自習室を兼ね、一室十六名が十二名に減らされた。また 

木造校舎の一部を九室に区切って寄宿舎にした。これまで第一棟から第六棟までがそれぞれ「一の側」「二の側」などと呼ばれてい 

たが、「一の側」から順に「菊の寮」「梅の寮」「竹の寮」「蘭の寮」「花の寮」「月の寮」と美しい名称に改められ、校舎を改造した 

新しい寄宿舎は「雪の寮」と名づけられた(付図参照)。四十四年三月に、隣接していた東京高等師範学校(のちの東京教育大学)が大 

塚に移転し、六月にその土地・建物がすべて東京女子高等師範学校に移管されたため、校舎にゆとりができ、寄宿舎にも余裕が出 

て、以前のように毎日五分も歩いて自習室に通う不便がなくなったのである。 

 もっとも、この便利さも外出ということになると別で、当時ここで寮生活を送った生徒のひとり徳富愛子(一一〇頁参照)は、外 

出のための規則の厳しさ、手続きの繁雑さを後年回顧して「外出地獄」と呼んでいる(「思ひ出づるまゝ」『婦人の友』昭和十二年 

一月から六月まで連載)。 

 明治四十二年五月には牛込区(現在は新宿区)揚場町に寄宿舎の分舎ができて、専修科の生徒がここに入った。四十四年四月には 

さらに小石川区(現在は文京区)原町に寄宿舎を設けた。本校構内の寄宿舎を第一寄宿舎、これまでの分舎を小石川区諏訪町に移転 

して第二寄宿舎、そして原町の寄宿舎を第三寄宿舎と呼ぶようになった。ところが四十四年七月に第二寄宿舎に害虫が発生したた 

め、揚場町に戻して、第三寄宿舎分舎と称した。四十五年四月に第三寄宿舎を牛込区赤城元町に移して、大正二年四月に本郷区(現 

在は文京区)森川町に新たに第二寄宿舎を設けた。さらに六年九月十日、揚場町の分舎以外の寄宿舎をすべて御茶の水の構内寄宿舎 

に統合して、寄宿舎を再編成した。菊・梅・花・月の各寮は各室定員十二名であったが、これを十六名とし、竹の寮は六名定員、 

蘭の寮は理装室を除いて自習室とし、音楽教室が移転したあとの木造校舎を、「藤の寮」と称した、さらに八年七月から九年三月に 

かけて、構内の寄宿舎の改築が行なわれたが、大正十二年九月一日の大震災により全焼した。地震に対しては寄宿舎は無事であっ 

たが、午後二時半頃、西隣りの順天堂医院に火が廻り、間もなく寄宿舎に火が移って、ついに校舎の大部分が焼失することとなっ 

たのである(主として『学園だより』三号、前出、による)。 

 

 明治三十六年の規則改正 

 

 分科制実施後の経験をふまえて、明治三十六年十月十五日に本校規則が改正された。その主な点および理由は次のとおりである。 

一、 文科・理科における学科目の家事を削除し、家事担当教員の養成をまったく技芸科に譲る。わずかの時間で裁縫などを

教 

えても、卒業後教授するに足る技能を養うことは不可能で、それよりも両科における専門科目を強化した方が実際的だか 

らである。 

  二、三科とも習字を削除する。その時間はそれぞれの専門科目に当てる。 

  三、随意科目の音楽を必須科目とする。女子の特性上音楽を好む者が多く、将来家庭において子女を養育する場合にも好都合 

だからである。 



  四、実地練習(のちに教育実習と改称)の時間を延長する。これまでは第四学年の後半にほぼ一学期間、附属校園で行なってき 

た。従来は生徒が師範学校卒業者で実地授業の経験ある者が多かったが、高等女学校出身者でその経験のない生徒が多くな 

ったからである。 

  五、本校教授などの水準を引き上げる目的で、本校の卒業者またはこれと学力程度を同じくする教育者のうち、ある科目を深 

く研究しようとする者のために、官費研究生の制度を設けた(この官費研究生の第一回修了者である保井コノは、のちに本校 

教授となり、専門である植物学の研究で大きな業績をあげ、わが国最初の女性博士となった〔後述一四八―一五〇頁参照〕)。 

 この三十六年規則改正は分科制開始以来の最初の到達点を示しているので、表Ⅱ・６にこの時示された学科課程を、表Ⅱ・7、表 

Ⅱ・8、表Ⅱ・９に各科毎週授業時数をあげておこう。 

 

 第六臨時教員養成所 

 

 今世紀に入る頃から高まってきた女子の中等・高等教育要求に対して、前述のように、文部省は高等女学校令に基づく女学校の 

増設、専門学校令に基づく私立の女子専門学校の許可などで対応してきた。しかし、こと教員養成の領域では、この対応をあくま 

で官立校の粋内で進めようとし、そのため、唯一の中等教員養成校である本校の養成力を拡充しようとして専修科の設置などの措 

置を講じてきた。しかし、それでも不十分だったので、明治三十五年三月、勅令第九八号により広島高等師範学校の設立を決定し(三 

十六年十月十七日開校)、さらに同日勅令第一００号により「臨時教員養成所官制」をも公布した。こうして、「師範学校、中学校 

及ビ高等女学校ノ教員タルベキ者ヲ養成スル」臨時教員養成所が帝国大学および直轄諸学校内に設置されることとなった。第一― 

第五臨時教員養成所が、それぞれ、東京帝国大学(国語漢文科・博物科)・第一高等学校(物理化学科)第二高等学校(数学科)・第三高 

等学校(英語科)東京外国語学校(英語科)に設けられた。三十九年三月末に第一・第四・第五臨時教員養成所は廃止されたが、同年四 

月二日、第六臨時教員養成所(英語科)が本校に校長管理のもとに設置された。六月十一日には二十六名の生徒が入学を許可され、 

即日授業を開姶した。 

 この第六臨時教員養成所は、以後次のような歴史をたどる。すなわち英語科は明治四十二年三月三十一日に廃止され、代って家 

事科が設置されて、四月から授業を開始した。この家事科は、大正三年七月に第一部と第二部に分けられた。この頃までには他の 

臨時教員養成所はすべて廃止され、本校内の第六臨時教員養成所を残すだけとなった。大正七年二月二十日、文部省令第二号によ 

り「臨時教員養成所規程」を改正し、家事科第一部・第二部を改めて家事裁縫科(修業年限三年)・体操家事科(同二年)とし、生徒の 

入学し得る最低年齢満十七年を満十六年とした。大正十年三月十六日、「第六臨時教員養成所規則」に改正を加えて、家事裁縫科を 

一時中止して、理科家事科を置いた。大正十一年四月十日には国語漢文科と理科が、十四年三月十一日には歴史地理科が設置され 

た。この理科は大正十三年三月、国語漢文科は昭和四年三月、歴史地理科は八年三月、理科家事科は十一年三月、体操家事科は十 

三年三月にそれぞれ廃止された。昭和十一年四月十一日に再設された家事裁縫科も十四年三月に廃止され、第六臨時教員養成所は 

同年三月三十一日をもって三十三年の歴史を閉じた。 

 

 学術談話会・如蘭会・桜蔭会 

 

 東京女子師範学校の時代から寄宿舎内で懇親のため土曜会という会合が開かれ、毎月一回教官全部を招待していた。しかし、そ 

の後余興もしだいに単調に流れ、あまり意味もなくなったので、博物学の教授岩川友太郎(一八五四―一九三三)の提議により、研 

究的会合として理科談話会を開き、正課以外に生徒や教官の研究していることを発表する機会とした。さらに各科を通して学術談 

話会とするよう決定し、明治三十八年十月二十日にその規程を定めた。また、地方における卒業生の要望に応じて、その筆記記録 

が刊行されるようになった。四十年十二月から『理科学術談話会会報』が発刊され、大正元年十月の第十二号に至っている。翌二 

年五月からは『東京女子高等師範学校学術談話会理科部会報』と改名され、大正九年十二月の第三十号に至っている。明治四十四 

年十一月からは『文科学術談話会々誌』が刊行され、大正七年四月の第二十号に至っている。なお『現代科講演要録』の第一輯が 

大正九年四月に、第二輯が同年十月に発行された。 

 明治二十三年十一月、教員総会で職員が毎年春秋二回本校生徒を率いて郊外に遊歩することを議決した。これが郊遊会の始まり 



で、その後毎年これを行なった(お茶の水女子大学になってからも、毎年五月に遠足が行なわれ、一般教育体育第二コースの一部と 

なっていたが、同コースの改善を行なった昭和四十九年を最後にこの遠足は廃止された)。 

 

   明治二十七年十月一日の日付が入っている小中村義象(本校教官)文の『隅田の家つと』と題する絵巻物が残っている。内容 

  は本校職員旅行の記録である。小中村のあとがきによると「この遊びをはりて数月、武村千佐子〔耕靄、同じく本校教官で画 

  家〕ぬしみつから筆とりて、そのけしきをゑがかれ、おのれにむかひて、後のおもひ出にせむを、いかで詞書せよといはる。 

  そのおもひつきのいとおもしろければ、文の拙きをもかへり見ず、やがてかきつゞけしもの」だという。ユーモアあふれる本 

  文から一部を引用しておこう。「よく遊ばざればよくつとめえずとは何人かいひ出でけむ。ことし七月十八日我校の職員打つ 

  れて隅田河に棹さす。さるはこよひの月を賞し、かねての労を休めて、更に大につとめむとなり。舟は二艘にして、校門を 

  出ること遠からぬ処まで来むが契り、夕さかるころ、人々皆乗らばやと行きて見れば、川岸いとけはしく、細道くねりにくね 

りて、一足だにあやまたば、水に落むとす也。暫しはおの〔おの〕目も口もあきたれど、せむかたなければ、猫などの木より 

おるらん時のさまして、草にとりつきつゝ、尻をさきにはひくだる。駒下駄はころび安しとて、足袋のまゝなるあり、すあし 

なるあり、或は蝙蝠傘を杖にせしが、はやうつきはづして危ふげにさゝへたる、或は目がねおとして、辛じて拾ひ得たる、或 

は手も足も土にまみれて、なく〔なく〕くだれるなど、いとあはれなり。舟にのりうつりてぞ、人こゝろつきぬるもいとをか 

しや」「今は万世橋につきぬれば、女子高等師範学校としるしたる燈のいでむかへたる、たれも〔たれも〕我家にかへりたるこゝ 

ちしけんかし。そも〔そも〕我等さかゆる御代に生れあひて、御恵の宿におきふしするだにあるを、かく打つれて、心ゆくば 

かりに遊びたるうれしさはさる事にてまたもかくつとめむとの下心にぞありける」。また同年六月十九日の日付が入っている小 

中村義象文・荒木寛畝(本校教官)画の『遠足の日』と題する別の一文には、次のようにある。「露のひぬまにと起きいでて、わ 

が校の門にあつまれる人は、男女そのかず百人にやあまりぬらむ。けふは目黒の祐天寺にあそびて、日頃の労きをなぐさめむ 

あらまし也。かくて五組六組にわかちて、おの〔おの〕志さむかたをたどりて、行くべき契りなりければ、あるは躑躅に、あ 

るは牡丹になど心ちらしぬるもをかし。いでや日ごろは学びの道をのみたどりて、物いふもいかめしきさましたる人々も、け 

ふはかたみに打とけてこゝろよけむ、かしこにやよらむ、などいひしろふもうれし……」。 

 明治二十四年五月二十八日に皇后の御誕辰祝賀式ののち、教職員・生徒・園児一同が会して遊戯会を開き、その後毎年これを開 

くこととなった。これが本校における運動会の始まりであったが、後述の如蘭会が発展するとともに全校で開催することが難しく 

なり、三十年頃から各附属校園でそれぞれ別個に運動会を開くようになった。 

 これより前、附属校園をも含めた教職員と生徒のあいだの懇親のための会合が必要であるとの議が起り、明治二十六年二月十八 

日に附属学校食堂で第一回の懇親会を開いた。同年六月十七日の第三回会合で、この会の名を、易経から文字をとって「如蘭会」 

と命名した。 

 

   この会は毎月または隔月に開かれていたが、しだいに各部に分かれてスポーツや趣味を楽しむようになり、明治三十三年に 

  はテニス部・音楽部など九部を数えるに至り、会の規則も定められた。三十八年からは毎年開校記念日に総会を開くことが例 

  となった。昭和六年から年一回会誌『如蘭』を発行し、論説・随筆・紀行・詩歌などを載せるようになった。創刊号(昭和六 

  年七月)には如蘭会学術部の名前で「事実の注入や記憶だけでは物足りない。自ら調査もし、整理もし、そして発表もしてみ 

  よう。如蘭の生れた生命の一つはこれである」との「発刊の辞」がある。この雑誌は昭和十五年十二月に第十一号を発刊した 

  が、時局切迫のためこの号をもって中絶したようである。 

 

 明治八年(乙亥の年)に東京女子師範学校に最初に入学した人びとが卒業後「乙亥会」と称して時折会合していた。これが本校同 

窓会の始まりともいうべきものであったが、卒業者の多くは地方に分散して、同窓会を開く機会にあまり恵まれなかったようであ 

る。しかし十八年八月に東京師範学校に合併されると、その卒業者の団体であった「茗渓会」に女子部の卒業者も入会し、二十五 

年以来女子役員が選出されていた。茗渓会は十五年四月に東京師範学校の同窓会として設立されたものであったが、三十五年にな 

ると女子会員も五百名を越え、男女会員分離説が唱えられるようになった。女子委員が協議した結果、女子会員のうちには教職の 

義務を終え結婚して退会する者もあり、集会出席者も少なく、学校と連絡をとるには分離した方が便利であり、また女子の活動を 



促進するためにも有利であると認め、女子会員の大部分の賛成を得て、三十六年八月二日、茗渓会総会に分離案を提案した。一部 

の反対もあったが、結局出席女子会員全員の賛成を得て、分離を決定し、会の財産を分配して、同年末会計事務の引き継ぎを完了 

した。こうして茗渓会の女子会員は、東京女子師範学校以来の母校卒業者をもって別に一団体を組織して、これを「桜蔭会」と 

名づけ、その評議員と主事を選出し、三十七年一月十七日、本校第二講堂において発会式を挙行した。 

 

   桜蔭会はその後明治三十九年七月より夏期講習会を開催し、四十二年より東京女子高等師範学校および第六臨時教員養成所 

  の生徒に対して学資を貸与し、大正十三年には桜蔭女学校を設立するなど、多くの事業を行なったが、その歴史の詳細につい 

  ては各説第六章を参照されたい。 



   

  第三節 生徒の生活と卒業後 

  

 入学者の概要 

 

 本校が高等師範学校女子部および女子高等師範学校と称していた時期の志願者・入学者の概況を整理すると、表Ⅱ・１０のよう 

になる。入学生徒の出身階層がわかればよいが、史料が得られないので、族籍をあげておいた。その数も、入学者総数と必ずしも 

合わないが、おおよその傾向はこれで知られよう。その内訳を各科別に整理してみると、表Ⅱ・11 のようになる。 

 高等師範学校になって本校入学生徒の当初の年齢も上ってきたはずだが、どの程度になったのだろうか。それを科別に、明治三 

十九年から四十一年にかけての年度で整理したものが表Ⅱ・１２(九九頁)である。 

 入学者年齢の上昇に伴って、在校生の平均年齢も上ることになった。明治二十五年から四十一年にかけて、これを科別に整理す 

ると表Ⅱ・１３(一００頁)のようになる。これで見ると、本校には、この頃、十六歳零か月から、三十歳十一か月までの女子生徒 

がいたことになる。 

 次の表Ⅱ・14(一〇二―七頁)は、入学生徒本籍地の府県別分布である。これで見ると、この時期にあっても、ほぼ全国にわたっ 

ている(空欄は不在)。 

 次に、こうして入ってきた生徒たちは、どういう動機で本校を志望したか、本校に入っての印象、生徒の経験した校内生活の様 

子などを、若干の手記類を引用しながら述べておくことにしよう。 

 

 「女子の 高学府」ということ 

 

 明治二十三年に高等師範学絞の女子部が独立して成立した女子高等師範学校は、当時の女性が、高等中学校(のちの旧制時代の高 

等学校)から帝国大学へ進学する道を閉ざされており、高等教育を目指す私立の女子の学校もまだ発足しておらず、そのうえ、女子 

の高等師範学校は当時唯一だったということもあって、全国の覇気に富む女性たちの憧れのまととなった。 

 学校側でも、法制上は国家主義的な教員養成制度の枠内に位置づけられておりながら、その教官の動きとあいまって、リベラル 

な学風を漸次醸成しつつあったことは見逃せない。当時の生徒たちの気風について第十代校長の中川謙二郎は述べている。「極く少 

数の女子が全国からよられて、学問をする為に集って居るのであるから、女子だからと言って負けては居ないぞという気概があっ 

た。……兎に角一般に積極的で、快活で、女子の教育を進める上に於ては、非常に力があった」(『教育五十年史』前出、七五―六 

頁)。 

 明治二十三年に、本校高等師範学科第一回生として卒業した安井てつ(哲、一八七〇―一九四五)らの場合を見てみよう。 

 てつは明治三年に旧下総古河藩江戸詰旧藩士の長女として生れ、九年に仰高学校に入学、十二年に本郷の誠之小学校に転じ、十 

四年に試験を受けて東京女子師範学校予科五級に編入され、御茶の水まで歩いて通った。十五年に同予科が廃止されたため、附属 

高等女学校に編入され、十六年七月に下等科三年の課程を卒業したが、上等科は挿花・図画など技芸的な科目が多かったため気が 

進まず、本校入学を志望して入学年齢の満十五歳まで待つこととした。十七年九月にまだ六か月不足していたが、繰り上げて入学 

した。こうしたことは当時珍しいことではなかった(青山なを『安井てつ伝』昭和二十四年、二、七、九、一二、一九頁)。 

 安井てつの同級生野村乙女(一八六七―一九六〇、のち内海姓となる)は、福岡の私立の女教員養成所を出て、しばらく小学校教 

員を務めていた。明治十八年夏に東京女子師範学校の生徒募集があったので同志十数人とともに受験。科目は国語・数学・地理・ 

歴史・裁縫など。乙女ひとり及第し、福岡でははじめてのことであったので、大騒ぎとなった。当時若い女性が九州からはるばる 

ひとりで上京するということは、「非常な大奮発」であった。まだ汽車がなかったので、博多から汽船に乗った。神戸で別の汽船に 

乗り換え、横浜に上陸し、ここではじめて汽車に乗り新橋駅に着いた。一週間ほどもかかってようやく「比類なき希望の的」であ 

った「女子の 高学府」に入学した。この頃の寄宿舎は二年前に新築された純日本式平屋建で、舎監室を中心に内庭を隔てて南北 

両側に各一棟があり、各棟には一間(約一・八メートル)幅の中〔なか〕廊下の向かい合せにおのおの八畳敷ほどの部屋があり、二 

間ずつの押入があって、各室に四人ぐらい入っていた。生徒は各級二十人ぐらいの四級に分かれ、 上級である一級の人が室長で、 



各級一人ずつ四人が一室にいた。乙女は遠い田舎からポッと出てきて、誰ひとり知った先輩もなく、寄宿舎など夢にも知らず、芝 

居や小説で、奥女中の有様だの遊女仲間の争いだの、先輩が新参者をいじめたり、ねたみ合ったりするようなものばかり見て、女 

の集りというものがいかにいまわしいかと想像して、ひそかに恐れていたが、来てみると皆たいへん親切で、室長は母親のごとく、 

上級生は姉のごとくであった。同級の人は誰もが同じようにひとり田舎から出てきたので、心細がってたちまち意気が相通じると 

いうようなありさまであった。 

 毎日廊下続きの教室に行って授業を受け、帰ると部屋で勉強した。食堂では三室ぐらいの生徒たち、十二、三人がいっしょにな 

って、ひとりずつ足付きの高いお膳の前に座り、割烹番が主人席について、いちいちあいさつしてからいただいた。毎週各室から 

二人ぐらいずつ割烹番が出て、その週の献立を決めて舎監に出すと、舎監から龍尾亭という料理屋に命じて材料を集めさせ、炊事 

の女中が食事を用意した。土曜日にはとくにご馳走が出て、この時は割烹番も手伝った。すし・天ぷら・おはぎ・さしみなどもご 

馳走のうちであった。費用は割烹番が計算して各生徒から集め、舎監にさし出した。生徒たちは学校から支給される学費のうちか 

らこれを支払った。学用品その他すべてこの学費で支弁して、家からお金を送ってもらうことはほとんどなかった。室替は一年一 

回で、一級生が卒業して出ると同時に全部変更された。このことに関しては舎監に全権が任されていて、生徒は一言も意見を述べ 

なかった。野村乙女は四級生、安井てつはひとつ上の三級生として、机を向かい合せて、およそ七か月間同室で暮した。 

 野村乙女の入学後間もなく、本校は東京師範学校に合併してその女子部となった。この頃から男女同権論が盛んになって、女子 

も男子と同じように扱われ、そのためかえって厳格な教育を受けることとなった。明治十九年四月には法制上高等師範学校女子部 

となり、二十年九月に安井の級から七―九人、野村の級から五―七人、計十三―十五人ほどをひとつの組に編成して、高等師範学 

科二年生とした。残った生徒のうち幾人かは新たに募集された者(約三十人)と合せて高等師範学科一年生となり、さらに何人かは 

小学師範学科のまま卒業することとなった。こうしてこの二つの級の生徒たちはわずかな成績の差によって三分され、内海はその 

非人間的な扱いに憤慨した。しかしそのため「私共の組は、安井さんをはじめ二つの組の優等生の集りとして、なかなか幅をきか 

したもので、卒業までの三年間威張って通したので、気位が高く自信の強い人が多かったと思います」と野村は述懐している(以上 

は内海乙女の手記『転居』昭和三十年、『安井てつ先生追想録』昭和四十一年、による)。 

 この時代に、安井てつは将来教育者として立とうとする決意を固めたが、それは高嶺秀夫の感化によるものであった。高嶺はこ 

の頃、東京師範学校や高等師範学校の校長や教頭として、教育学を教えていた。安井は以下のように述べている。 

   「教育学とは如何なる事を学ぶのであらうか、校長は如何なる先生であらうかと、若い心に種々の想像を描きつゝ、 初の 

  御教授を待ちかねてをりました。愈其の時間となりました。授業時間の凡そ十分前、舎監山川二葉先生を初め、(舎監は聴講に 

  こられたのである)、同級生一同は、 静粛に今か今かと、先生の御出でをおまち申して居りました。時間を過ぐる事十分許〔ば 

かり〕、殆〔ほとんど〕音なしに入口の戸が開かれました。悠然と室内に歩を移されたのは、即ち先生で、静々教壇上の椅子に 

着かれるや否や、私共を初め教室内の隅から隅まで見廻はされますと、やがて卓上の白墨の箱や何やかやと、其の位置を正し 

くせられ、『かういう物が曲って居ても何ともないか』と仰せられました。其厳かな低い御音調は、十七、八歳の若い心には非 

常に強く響きました。此の印象は、私をして二十年後の今日まで、教壇に上れば先〔まず〕卓上の物品を整頓するといふ習慣 

を不知不識(しらずしらず)に作らしめた程の深いものでありました。」 

   「教育学は、若い而も他人を教へた経験の少しもない者には、比較的興味の少ない学科であります。然るに先生は教授法が  

  巧みで、私共の有ってゐる漠然たる知識を秩序ある明瞭なものに変へて下さる事が、実にお上手で御座いました。 初の時間   

  に先〔まず〕問はれたのは、『心とはどんな者か』といふ事で、種々なる答を試みましたが、誰も明瞭な定義を下す事が出来ず 

皆困って居りますのを、問答法によって巧みに導かれました。先生は又生理学に精通して居られました。これも御授業の第一 

時間目の事でありましたが、『脳を黒板に図解して御らん』といふ御命令が私に下りました。曾て生理学で学んだ幾分の知識は 

ありましても、其外形と皺のある事位の外何を画いてよいか分らず、黒板の前に真赤になって困って立って居た事もありまし 

た。かゝる有様でございましたから、一時間先生の教を受けますと、何となく学力が進歩したやうな自覚が致したのみならず、 

多くの時間を学科の準備に費しますので、教育学に対する興味は真に深くなりました。私が此学科を も好み、又人を教育す 

ることは、実に神聖で且 も楽しい事業であると深く感じたのは、実に此の時でありました」(『安井てつ伝』前出、二一―三 

頁)。 

 安井てつや野村乙女が学んだのは小学師範学科から高等師範学科への過渡期であったが、十文字こと(旧姓高畑、一八七〇―一九 



五五、明治二十六年高等師範学科卒、のちに私立十文字高等女学校長)や徳富愛子(旧姓原田、一八七四―一九四七、同二十七年同 

科卒、蘆花夫人)が学んだのは高等師範学科が確立されてからであった。彼女たちの場合を見てみよう。 

 十文字ことは京都府下の出身で、明治二十二年四月に上京する時は海路だったが、翌二十三年の暑中休暇の際には東海道線が全 

通していたので、京都まで汽車に乗って帰郷した。当時の高等師範学科では一定の教科書がなく、講義を毛筆で筆記し、寄宿舎に 

帰ってから幾人かで見比べて整理した。学科によっては一時間分の筆記整理に三時間余もかかり、一週間も休んだらその後がたい 

へんだったという(『十文字こと先生伝』前出、三〇頁)。 

 徳富愛子は熊本県菊池郡隈府町(現在は菊池市)の素封家の末娘に生れ、熊本の小学校高等科を卒業して、明治二十三年春に県庁 

で英・数・国・漢四科目の選抜試験を受けたところ、六名中ただひとり合格し、女子高等師範学校として分離・独立した当初、墨 

色新たな校門の看板を仰いで入学した。洋装で寝台を用いる洋式生活で、校舎二階の自習室では、「向い合せに並べられたデスクの 

真中に吊り下げられた角形洋灯の下で、兎に角一心不乱に勉強したものです。……筆記物の整理や浄写の忙しさに、入浴などの際 

は、毎〔いつ〕も時計の針ばかりを気にしながら浴場に駆け込んで、五分間にも満たぬ慌しい入浴をせねばならなかった程で、毎 

夜その勉強時間の足らないのを同室の友と喞〔かこ〕ち合ったものでした。とりわけ小学校から段跨ぎの無鉄砲入学を敢てした私 

には、一入〔ひとしお〕この感が深かったものです」(「思ひ出づるまゝ」前出)。彼女は、また、「生徒の大部分は士族の子女が多 

く、中には衰頽した家道の再興とか、弟妹扶養の義務とかを負ふて入学した者も又尠くはなかった故為〔せい〕か、省て己を持す 

るといふ風習・気質は、一般を通じて相当固く行き亙ってゐた模様で、白粉などを塗〔つ〕けた人といふのは、全校生徒中わずか 

に一、二を算へる程しかありませんでした」(同前)とも書いている。 

 明治三十年頃になると本校の授業と研究はしだいに専門化されはじめた。三十二年に福島県女子師範学校を卒業後、一年間小学 

校訓導を務め、三十三年四月に本校文科に入学した二階堂トクヨ(一八八〇―一九四一)の場合を見てみよう。 

 彼女は、「本校の受〔授〕業の科〔課〕程及状況を本国〔故郷〕の学校に報ずる文」のなかで次のように述べている。 

 

   「扨〔さて〕、当校は定員三百人にて、只今は二百五十名ばかりと、外に選科生・専修生などあり、目下四年級は普通師範科、 

三年級以下は各文・理・技芸の三科に分かれ居申候。私等の学科はまづ国語、ますかがみの講読、普通往復・記事文、文法の 

三つにて、漢文は小学と日本外史、習字は楷書の筆法、外国語は英語の会話と講読、体操は矯正術と舞踊、倫理は勅語衍〔え 

ん〕義、教育は本邦教育史、歴史は本邦史、衛生・裁縫・唱歌、図画は毛筆画などにて、一週三十三時ばかりの受〔授〕業に 

候。理科・技芸科などにつきても一々申上度候へども、入学後日なほ浅く、或は誤りを申上候ては却て御申わけ之なく候へば、 

追てききたづねて申上ぐべく、此度は別紙規則科〔課〕程表を差上候まま、大略御覧下され度願ひ上候。当校の師の君達は三 

十人もおはしますにや、私などはいまだ御名さへ承りかね居候。 

   寄宿舎は多く洋式にて、食事もまま西洋料理をまじへ候。入学当時は心細く候ひしも、師の君・舎監・上級の姉君達、とど 

  かぬふしもなく、いとねもごろにみちびき下され候へば、此頃になりてはうれしき事のみにて、わけても夜二時間の黙読時間 

  は、自習室といふ一大室に、二百五十人皆机に向ひ、己がむきむき自習致す時などは、えも云はれぬさまに候。其上、から・ 

  やまとの多くの書、または西洋書など、あつめられたる閲覧室ありて、何にても見得べく、且つ校庭には三百坪ばかりの藤だ 

  なと、四時につけてのめづらしき木草のにほふ花園などありて、不足を感ずるふしもなく、今更に御代のみめぐみのあつきに 

  感泣いたすばかりに候。猶〔なお〕申上度事はつきせず候へども、夏やすみ帰省の時の御みやげと致し度、これにて筆とめ候。 

  あらあらかしこ」(二階堂清寿・戸倉ハル・二階堂真寿『女子体育の母 二階堂トクヨ伝』昭和三十三年、三二―四頁)。 

 

 卒業生・中途退学者と卒業後の概況 

 

 次に女子高等師範学校生徒の卒業状況とその後の進路の概況を見てみよう。表Ⅱ・１５は、年度別の卒業者数、退学者数、およ 

び就職先、未・既婚別の一覧である。 

 これを科別に、明治三十年から四十一年までについて集計すると表Ⅱ・１６のようになる。 

 入学できても、いろいろな理由で卒業できず、中途退学していく者が毎年度何人かいたことは、前表に明らかである。そのひと 

り河原操子の場合について、伝記は次のように伝えている。 



 

   「肋膜炎と診断され、然も病勢は大分進んでゐる。『当分休学して気長に療養しなければ、取返しのつかない事になりますよ』 

と、悲しい恐ろしい宣告が下されました。〔中略〕同級生は折角一緒に入学したのだから、卒業証書をもらって又一緒に出ませ 

うよ。貴女なら無理な勉強をしなくとも大丈夫だから、退学などせぬ様にと、頻りに在学を勧めるのでした。之について、君 

〔河原〕は冷静に考へた結果、漸く決心しました。学科試験は兎も角も、 後の二学期間に於ける教生としての実地授業は、 

自分の健康をいたはらねばならないやうな事では、到底本務を尽しがたく、生徒に対して相済まないばかりでなく、自分みづ 

から恥ぢねばならぬ。それでは堪へられないから、残念ではあるが此際卒業を断念する外あるまい。もしも此上在学して、再 

びわるくなるやうな事でもあれば、幼少の時から父上に聞かされて、いつとなしに自分の念願になってしまった支那人の教育

事業も、結局実現する事なしに終らねばならない。それでは自分の一生が何にもならないのみか、第一父に対して不孝の子に 

なってしまふ。今はたとひ女高師の卒業を断念しても、身体さへ健康なら、一生のうちには念願を達する機会が来ないとも限 

らない。と、こんな事を考へて、遂に思ひ切って退学を決心し、涙ながらに許可を得、故郷の松本へ帰ったのは、山国の春ま 

だ浅く、薄氷の残ってゐる頃でした」(福島貞子『日露戦争秘史中の河原操子』昭和十年、一一―四頁)。 

 

 退学理由別にこれらの退学者数を整理しなおすと、次の表Ⅱ・17 のようになる。これによると「本校教育の旨趣に適せざる」の 

理由で「仮入学解除」となり、本格的な授業も受けぬまま退学していった生徒が実際にいたのであり、この事実が生徒の精神生活 

に及ぼす深刻な影響が問題になって、後年制度改革が図られることになるのである。 

 卒業生の就職状況はこれも前出のとおりであるが、その就職先の地域的ひろがりを、師範学校と高等女学校を取り上げて調べて 

みると、表Ⅱ・18 と表Ⅱ・１９のようになる。 

 これら就職先は、前時期と同様で、学校側によって割り当てられていた。これについて、卒業者のひとり今堀一枝(旧姓益田、明 

治三十九年理科卒)は次のように述べている。 

 

   「二月の或一日、町田先生から赴任地の発表があった。当時は本人の志望は書かすが、一応の相談もなしに秘密の内に配当 

されるのであるから、此日まで誰も自分の運命を知るものがない。此日初めて卒業すべきものを一室に集めて、文科から一人 

宛順々に発表されるのだ。私はかねて家庭の事情上、大阪を希望した。然るに何ぞ、新潟県長岡女子師範学校に教諭兼舎監と 

して配当されてあった。同校の請求条件がなか〔なか〕むつかしくて、他に人を得られなかったから、此の止むを得ぬ配当を 

したと聞かされた。もと〔もと〕 初からどこえ〔ママ〕行くも自己の使命として、全力を尽す決心であったから、別に落胆 

もしなかったけれども、此発表のあとは、悦ぶ者、悲しむ者、憂うる者、得意の者、千差万別大騒動であった。新潟県人黒田 

教授は、特に私にいろ〔いろ〕心添を下さって、『越後だからとて鬼も居りませぬから安心して行きなさい』と笑われた」(今 

堀一枝『私の歩んだ道』昭和四十四年、六三頁)。 

 

 新しい生き方 

 

 今世紀はじめ女子高等師範学校時代 後の頃、つまり明治三十年代の後半に入る頃になると、生徒の生活をとりまく環境はしだ 

いに変ってくる。 

 前に述べたように、すでにその前半期から、私立東京女医学校(明治三十三年開)、私立女子英学塾(同)などの設立が相次ぎ、公私 

全体として見れば、本校だけが唯一の女子高等教育機関であるという時代は終りつつあった。また、産業革命の進行は、労働者階 

級の社会運動を生みだしただけでなく、婦人の地位と意識をも作りかえ、平塚らいてうの青鞜社に拠る「新しい女」の運動が女性 

の新しい生き方の時代の開幕を告げる。そして本校生徒のなかにも、たとえば河崎なつ(二五三―四頁参照)のように、雑誌『青鞜』 

の読者になる者が現われているのである。 

 もっともこのような人びとは大勢ではなく、多くは教授や舎監の教えを素直に受け入れ、卒業後女子中等教員としての仕事に生 

涯をささげただろう。しかし、その義務づけられていた公的な職業生活はともかくとして、緒婚や育児、家族関係や近隣との交渉 

といった日常生活の面でということになると、しだいに従来どおりのものということではなくなる。そのはっきりした新しい生き 



方が正面に出てくるのは、第一次世界大戦と大正「民本主義」をくぐったあとの世代においてである(次章第四節参照)が、端緒は 

すでにこの時代に見られるのである。 

 二階堂トクヨは、結婚生活を迎える弟宛に送った手紙に、「結婚と云えば産児はつきもの、それが教育の可能な範囲において産ま 

なければならない。産みっぱなしは無責任だ。こうしたことは西洋の倫理には立派に教えてある」旨を書き送っている(『女子体育 

の母 二階堂トクヨ伝』前出、五一頁)。前章で述べたように、この時期、政府は一貫して人口増加政策を国是としており、このよ 

うな考え方は彼女がこの手紙を送った明治末期の段階では一般的ではなかった。だが、こういう生き方は、初期の本校卒業生にま 

ったく見られなかったわけではなく、二階堂もそれを受け継いでいるのである。もう少し述べておくと、また、彼女は生涯独身だ 

ったが、当時一般の通念とは逆で、四十歳になり五十歳になってもいつでも結婚できると思っていたらしく、そのためいつまでも 

若々しかったとその伝記は伝えている。 

 十文字ことは、明治三十二年に結婚しているが、その時すでに二十九歳になっていた。子どもは四人もっているが、これを全員 

成人させている。同世代日本人(女性)結婚一般者の平均結婚年齢は二二・九八歳であり、まだ多産多死(明治三十二年から大正七年 

までの乳児死亡率は出生一００につき一五・三八から一八・八六のあいだにあった)の時代であった。 

 



第三章 東京女子高等師範学校時代 

    

   第一節 新発足 

 

 校名の変更 

 

 明治四十一(一九〇八)年三月、勅令第六八号により文部省直轄学校官制が改正され、奈良女子高等師範学校が設置されるととも 

に、本校の名称は「東京女子高等師範学校」と改められた。こうして東西両女高師併立時代に入る。 

 本校校長は明治三十年十一月から高嶺秀夫だったが、四十三年二月二十二日に病気のため逝去したので、翌日本校教授飯盛挺造 

(一八五一―一九一六)が校長代理を命ぜられた。そして、三月には、もと本校教授であった仙台高等工業学校長中川謙二郎(一八五 

〇―一九二八)が本校校長に任ぜられた。中川は大正六年六月辞任し、本校としてははじめての名誉教授の称号を授けられた。 

 中川校長のあとには、東京音楽学校長だった湯原元一(一八六三―一九三一)が大正六年六月に任ぜられ、在任四年余ののち、同 

十年十一月転任、その後任として、東京音楽学校長・東京外国語学校長・松本高等学校長などを歴任した茨木清次郎(一八七六―一 

九五五)が着任した。昭和二年二月には、浦和高等学校長であった吉岡郷甫(一八七六―一九二三)が本校校長として着任し、八年余 

在任した。吉岡校長の時代に大塚校舎の新築と、そこへの移転が行なわれた。次期校長は文部省普通学務局長から着任した下村寿 

一(一八八四―一九六五)で、昭和十年四月から二十年一月まで十年近くのあいだ在任した。戦時色がますます濃くなる時代であっ 

た。東京女子高等師範学校長として最後に在任したのは、藤本万治(一八八三―一九六八)である。 

 

 外国人特別入学規程の制定 

 

 明治三十六年五月、シャム(現在のタイ)国皇后の発意によりシャム国駐在の日本公使の仲介で男女八名がわが国に留学した。本 

校ではそのうち女子四名を受け入れ、とくに一教室を設け、学科の種類・程度を定め、専門の教師を配当して教育し、宿舎を本郷 

湯島に設け、喜多見佐喜生徒監と雨宮釧教諭が教育に当った。彼女ら四名は結局留学期間を一年延期し、一名は病気のため三十九 

年中に帰国したが、他の三名は四十年三月に成業のうえ帰国した。 

 

   これらの留学生は、日本語については高等小学校第三読本修了、理科・算術・幾何についても相当程度まで修了し、刺〔繍〕・ 

造花については私立共立女子職業学校において甲科(三年程度)の課程を卒業した。 

 

 これが本校における外国人教育の最初の例である。明治三十四年十一月に定められた文部省令第一五号「文部省直轄学校外国人 

特別入学規程」に基づき、本校は四十二年四月十五日に「外国人特別入学規程細則を定めた。これによると外国人学生は聴講生と 

して授業料を納付することとなっていた。 

 これらの規定に基づいて、明治四十二年四月には清国人楊蔭楡・張佩芬の二名が理科聴講生として、四十三年四月には同国人方 

君瑛が理科、廖氷?が文科聴講生として、四十四年四月には程競、鄭審因、欧陽雅琴の三名が理科聴講生として入学した(『沿革大 

要 二』参照)。 

   なおシャム国皇后の招きにより、本校卒業生で、当時本校の教官兼舎監であった安井てつが明治三十七年から四十年まで三 

年にわたってバンコックの皇后女学校教育主任として赴任した。安井は、その後新渡戸稲造らとともに東京女子大学の設立に 

尽力し、のちに校長となる人物である。 

 

 明治四十三年・大正三年・同八年の規則改正 

 

 明治四十三年十一月十日には本校規則が改正された。大きい改正点は次の二つである。 

 一、生徒の学力をいっそう精深にするため学科課程の改正を図る。文科・理科・技芸科をそれぞれ第一部と第二部に分ける。 



 二、女子教育の発展に伴って女子教員の需要がさらに増加したので、生徒定員を四五〇名に増員し、私費生を入れる。 

 この改正に伴う新学科課程と授業時数配当は、表Ⅲ・１から表Ⅲ・9 のとおりである。この改正で倫理がふたたび修身に変えら 

れたことが注目される。学科課程の改正は、その後大正三年、同八年にも行なわれるが、以後は敗戦まで、ふたたび倫理となるこ 

とはなかった。ただし、大正三年の改正でその細目に、「女子ノ本分」「本邦法制及経済ノ大意」が加えられている。これは、当時、 

中等教育や社会教育の分野で文部省筋が普及を図っていた「公民教育」重視の動きの一環を成しているものと見ていいだろう。こ 

れは一方から見れば、それまで教育内容に欠けていた社会的・政治的教養を学校の教育課程に持ち込んでくるということであり、 

他方から見れば、これも当時から問題になりはじめていたいわゆる「思想間題」への、国立学校としての対応のひとつのかたちを 

意味するものであった。 

 

 校地の拡張、校舎の改築と事務機構の整備 

 

 それまで本校の隣地にあった東京高等師範学校(明治三十五年三月に広島高等師範学校が新設されるとともに、高等師範学校を東 

京師範学校と改称)は、すでに明治三十三年に新しい校舎の敷地を小石川区大塚窪町(現在の文京区大塚三丁目)に定め、三十六年四 

月には移転した。同校の附属学校の移転も四十四年三月に完了し、東京高等師範学校がこれまで使用していた土地・建物がすべて 

東京女子高等師範学校に移管された。そこで、同年九月に同校から移管された〔煉〕瓦建校舎を修繕し、壁や天井を塗りかえて、 

本校の大部分をそこへ移転して、「東校舎」と名づけた。本校の元の木造校舎は「西校舎」と呼ばれ、裁縫・習字・図画・音楽・体 

操などの教室や、一部は寄宿舎として用いられるようになった。この西校舎は、明治八年に本校が創立されて以来の建物で、わが 

国女子教育史上由緒あるものであったが、修理不能となったので、大正二年七月にその取り壊しが始まった。東校舎に接続して増 

築した校舎の一部が同年四月に竣工し、翌年三月にはその他の部分も落成した(巻末の付図参照)。 

 同じ頃、校内の教務機構と事務機構の整備も進められた。すなわち、まず明治四十三年五月六日、各科における授業の連絡と統 

一を図り、兼ねて訓育の徹底を期するために、各科主任を置くこととし、同八日、文科・理科・技芸科および学科目である修身・ 

教育の各主任を任命した。 

 大正元年十月十五日には学科目主任を設置し、国語・漢文・歴史・地理・数学・物理・化学・動物・植物・図画・裁縫・外国語・ 

体操・音楽などの主任を発令した。二年三月三日には共通学科(修身・教育・外国語〔英語〕・体操・音楽)の連絡や統一などに当る 

共通学科主任を置き、三年二月二日には、必要に応じ各科に副主任を置き得ることとし、技芸科にこれを適用した。さらに四月十 

五日には保育実習科主任を置き、七月十日には生徒の訓育と健康に関する事項などを扱う学級主任を置き、四年八月二日に「学科 

主任・学級主任及学科目主任規程」を定めて、それぞれの所掌事項を決めた。八年四月十六日に学級主任はいったん廃止されたが、 

昭和二年度から復活した。 

 すでに東京女子師範学校の時代から書籍縦覧室、女子高等師範学校になってから図書閲覧室または図書室があったが、明治四十 

三年十月四日に図書主任を置くこととし、同三十日に任命した。大正五年一月十五日にこれを図書室主任と改め、「図書室主任規程」 

を定めて、その所掌事項を定めた。 

 明治三十六年十二月、勅令第二三一号により文部省直轄学校官制が改正され、女子高等師範学校にも生徒監が置かれることとな 

った。「生徒監職務規程」によると、生徒監は校長の指揮をうけて生徒の寄宿舎における教育を担任する者で、舎監と変りがなかっ 

たが、四十四年八月二十六日にこの規程が改正されて「専ラ生徒ノ訓育ヲ掌ル」者となった。昭和二年六月十七日に「校務分掌規 

程」が定められ、庶務・教務・図書・生徒の各課が置かれ、「訓育ニ関スル事務ハ全教官之ヲ担任シ、生徒監之ヲ主掌ス」というこ 

とになった。この改正は、のちに取り上げる「女高師問題」の誘因となった。昭和三年十月勅令第二五六号により文部省直轄学校 

官制が改正され、生徒監の代りに生徒主事および生徒主事補が置かれることとなった。本校では前者が三名、後者が一名任命され 

た。 

 本校の保健衛生については、明治二十年代に「医局助手」というのがいたが、正式の医局は大正二年十二月十八日に新設され、 

翌日「医局職務規程」が定められて、医務主任を置き、学校医をもってこれに当てることとした。 

 ここで校内の会議について述べておこう。明治三十年頃には教官会議と校務会議があり、前者には教官総会議と本校および各附 

属校園それぞれの教官会議があった。校務会議は校長・事務室兼勤教官・附属校園主事をもって組織し、必要な場合には舎監など 



を加えた。四十四年七月に「会議規程」が改正されて、各科主任、図書主任、生徒監、附属校園主事をもって組織する主任会と、 

教官および講師をもって組織する教官会が設けられた。大正四年三月十二日にさらに改正されて、教授、助教授、講師をもって組 

織する教官会のほかに、教授だけの教授会が設けられた。六年十二月六日に「評議会規程」が定められ、学科主任、生徒監一名、 

附属校園主事、庶務主任、教務主任、教授若干名の評議員から成る評議会が設けられた。評議員たる生徒監および教授は校長によ 

って任命され、その任期は当該学年間であった。大正十五年九月二十八日に教授会は教授会議、教官会は教官会議と改められ、十 

月二十九日に「評議員会規程」が改正されて、その構成員は庶務主任、教務主任、生徒監(寄宿舎主任)・教授の互選による者若干 

名となり、学科主任や附属校園主事で評議員でない者は、当該主管事務に関する限り必要に応じ会議に参加させることとなった。 

 昭和二年六月十七日に「会議規程」が改正され、評議員会は各課幹事および寄宿舎主任生徒監と教授を本官とする者が互選した 

者若干名から成り、必要な場合に他の職員を参加させることとした。教官会には学科主任会、学科目主任会、学級主任会、教授会、 

教官総会の五種があった。生徒主事が設けられるとともに、評議員会の構成員に同主事が加えられ、十一年三月から附属学校と幼 

稚園の主事も評議員に加えられた。 

 

 教育実習の制度 

 

 教員養成学校である本校では、教育実習が重要な位置を与えられていた。明治四十二年三月、東京女子高等師範学校時代になっ 

て本校規則を改正し、とくに「教育実習」という章を設けてその制度を整備した。ここでこの制度の変遷を概観しておこう。 

 東京女子師範学校発足の当初、第四級と第三級(第四学年)で「授業法」、第二級と第一級(第五学年)で「実地授業」が課せられて 

いた。高等師範学校の女子師範学科では、第三学年で「教授法」、第四学年で「批評及実地授業」が課せられた。女子高等師範学校 

時代の明治二十四年に制定された「学則」では、第四学年の一学期で「授業法」と「保育法」が課せられ、二・三学期はもっぱら 

「実地授業」に当てられた。明治三十年十二月改正の本校規則では、「教育学」という科目のなかに「教授法」「保育法」「教育教授 

法」(これは間もなく廃止される)「実地練習」が含まれていた。この時には、第四学年の後半にほぼ一学期のあいだ附属校園で実 

地練習を行なわせていた。師範学校で実地授業をした経験のある者が多かったからであるが、高等女学校出身者が多くなったので、 

明治三十六年の規則改正で二学期間に延長された。 

 明治四十年十一月二十九日に本校規則の一部を改正する予備として「教育実習」に関しても改正案をつくり、四十一年度から試 

みに実施した。すなわち、第四学年の二・三学期に各科生徒を二分し、第一班は附属校園で附属校園主事の指揮・監督のもとに教 

育実習に従事し、第二班は本校で課業を受ける。そして教育実習期を二期に分け、九月十一日から十一月三十日までを前期、十二 

月一日から翌年三月二十九日までを後期として、両班交代して教育実習を行なうのである。さらに四十二年三月の規則改正で本校 

規則のなかに「第七章教育実習」を設け、この方法を明文化した。附属校園主事はあらかじめ教育実習細則を定めて本校校長の許 

可を受け、実習を指揮・監督し、その成績を校長に報告することとなった。しかしこの方法も四十四年に改められ、教育実習期は 

毎年十一月上旬より翌年三月下旬までとなった。 

 大正五年五月二十五日に「教育実習ニ関スル規程」が定められ、教育実習の期間を約十八週とし、これを三期に分け、これに従 

事する生徒を教生と称し、各科教生を三組に編成し、表Ⅲ・１０のように附属校園に配置することとした(出典『東京女子高等師範 

学校一覧』大正五年度)。 

 大正七年十一月二十八日にこの規程を改めて、期間を約十四週とし、第一期(十二月一日―翌年一月二十日)・第二期(一月二十一 

日―二月末日)・第三期(三月一日―同二十日)の三期に分け、第一期と第二期には各科教生を分けて二組とし、各組交代に附属高等 

女学校と小学校における教育に従事させ、第三期には附属幼稚園における保育に従事させた。ただし保育は一部の生徒にはこれを 

課さないこととした。九年十二月には約十週に短縮され、第一期(一月十日―二月十三日)と第二期(二月十四日―三月十九日)の二期 

に分け、附属高等女学校と小学校における教育だけに従事させることとなった。その後昭和初期にふたたび幼稚園も加えられ、第 

一期は一月八日―二月十一日、第二期は二月十二日―三月十七日と改められた。 

 

 入学者決定のしくみ 

 



 ここで高等師範学校になってより以降の本校の入学者選考制度の変遷について概観しておきたい。 

 明治十九年の十月、文部省令第一八号により「高等師範学校生徒募集規則」が定められたが、その第一条は「高等師範学校男女 

生徒ハ府県知事之ヲ選挙シ、高等師範学校長其中ニ就キ選抜スルモノトス」となっていた。のちに「薦挙」制と呼ばれるようにな 

る入学者決定の方法である。師範教育制度の基礎の確立者として知られる森有礼の「人物第一、学力第二」という方針は、こうい 

う制度となって具体化されたのである。明治二十四年四月に改められた「女子高等師範学校学則」では、府県知事から「選挙書」(の 

ちに「薦挙書」となる)に履歴書・体格検査書を添えて提出させ、それらの書式や記載事項も明確に定められていた。府県知事から 

「選挙」された者は、三か月(明治二十八年以後は四か月)以内の仮入学を認められ、その資性・品行などを審察して適当と認めら 

れた者に限り本入学を許された。 

 明治三十年十月文部省令第二二号「女子高等師範学校生徒募集規則」第一条で「女子高等師範学校本科生及官費専修生ハ、師範 

学校女子部、修業年限六箇年〔明治三十二年より四か年〕ノ官公立〔明治三十二年より「官公立」を除く〕高等女学校卒業生、及 

之ト同等ノ学力ヲ有スル者ニシテ、身体健全・品行方正ナル者ニ就キ、地方長官之ヲ薦挙シ、女子高等師範学校長其ノ中ヨリ試験 

ノ上選抜スルモノトス。但本科生ハ年齢十七年以上二十二年未満ニシテ夫ヲ有セザル者ニ限ル」となっている。そしてその第三条 

で「第一条ニヨリ募集スルモノノ外、女子高等師範学校長ハ、身体健全・品行方正ニシテ学力・年齢当該学級ニ相当スル者ヲ募集 

シ、試験ノ上入学セシムルコトヲ得」と定められていた。入学試験科目は、高等師範学校女子部の時代には、国語・漢文・算術・ 

英語であったが、女子高等師範学校となってから明治二十三年十月に、国語(漢文を含む)・算術・本邦歴史と内定され、三十年十 

二月改正の本校規則第一六条では「入学試験ハ国語・漢文・数学・理科・歴史ノ五科目ニ就キ学力ヲ考査シ、体格及ビ履歴ヲ検定 

スルモノトス」と明文化された。 

 明治三十三年三月二十九日には本校規則を改正して、わが国教員養成学校の生徒決定方法の特徴であった仮入学の制度を廃止し 

た。この制度は人物選考のうえに多少の便利はあったが、その期間内における一般生徒の危懼・憂慮の念が甚だしく、心身に悪影 

響を与えてきた。また仮入学中は学資を支給しなかったので、学術・人物ともに優れた者でも、仮入学中の多額の費用のため入学 

の志望を達し得ない者が多かったという。かつまたこの制度を廃止しても、入学試験の際に十分人物を選択すればよいということ 

になって、この制度は廃止されたのである、と『六十年史』はその理由を説明している。 

 入学試験科目は明治三十六年の規則改正後、文科志望者には国語・漢文・数学・理科、理科志望者には国語・数学・理科、技芸 

科志望者には国語・数学・理科・裁縫・図画が課せられていたが、四十四年九月八日の規則改正で入学試験科目が各科共通となり、 

国語(解釈・文法・作文)・数学(算術・幾何初歩)・理科(植物、動物・物理・化学)の三科目となった。同年十月七日には「入学志望 

者心得」を定めて、本校入学志望者は、文・理・技芸各科各部について第一志望・第二志望を提出し得ることとした。 

 明治四十五年七月省令第一八号により「女子高等師範学校生徒募集規則」が改正され、出身学校長の薦挙により試験のうえ選抜 

することとなった。この省令では地方長官の薦挙により試験をしないで選抜する道も残されていたが、大正元年十月十二日の本校 

規則改正では、出身学校長の薦挙だけによるものとした。 

 大正五年六月十四日の本校規則改正により本科入学志願者年齢「十七年」を「十六年」に下げ、十年二月十四日の 

規則改正では本科と図画専修科の入学試験科目に英語と代数初歩を加えた。 

 大正十五年八月省令第二八号により「高等師範学校及女子高等師範学校生徒募集規程」が定められ、選抜試験の学科目・期日・ 

場所などを学校長の方で官報に公告し、生徒募集に関する細則も文部大臣の許可を得て学校長が定め得ることとなったので、本校 

規則の一部を改正して十月五日に許可を得た。その主な点は、従来の第一・第二志望制を廃し、入学試験科目については、国語・ 

英語・数学を各科共通とし、文科は歴史または地理を、理科・家事科は物理または化学、もしくは動物または植物を課することと 

し、選抜試験はこれまで東京府を除いて、当該学校の属する地方庁所在地において地方長官の監督のもとに施行していたものを、 

東京・奈良・札幌・仙台・金沢・松江・広島・福岡の八か所に限定して試験場を設け、直接本校監督のもとに試験し、沖縄県・朝 

鮮・台湾・関東州・樺太・青島の各地の志望者のみ各庁で当該長官の監督のもとに受験させることとした、そして、こうして決定 

された入学候補者に対し、さらに「身体検査及口頭試問」を行ない入学者を決定するとした。 

 昭和三年八月二十七日にはさらに入学者選考方法を改正し、沖縄県・朝鮮・台湾・関東州・樺太・青島の入学志願者に対しては 

従前のとおり、各庁に選抜試験の施行を委託するが、内地の入学志望者に対しては、本校ならびに奈良女子高等師範学校において 

選抜試験を施行し、引き続き第一次身体検査を行なうこととした。また文科・理科・家事科について志望の順位を定めて、二科を 



合せて指定することができるようにした。 

 この制度は昭和十二年まで続いたのち、翌年八月施行の分から改正され、身体検査第一次、第二次の二段階がなくなり、単に「入 

学志願者ニ対シ学科試験、身体検査及人物考査ヲ行ヒ選抜ス」(東京女子高等師籍学校規則第二八条)となった。「口頭試問」が「人 

物考査」に変えられた点もこの回の改正の特徴である。 

 昭和十六年省令「高等師範学校及女子高等師範学校生徒募集規程」が公布され、第二条中の生徒募集を行なう学科に、従来の文 

科、理科、家事科、専修科のほか新しく体育科が明記された。これより先十二年に本校に体育科が新設され、生徒募集が行なわれ 

ていたことに伴う措置であった。十八年四月、本校規則が改正され、生徒選抜項目中の「身体検査」が「体力検査」に変えられた。 

 以上、本校の入学者選抜制度の変遷過程を概観すると、はじめは府県知事の推薦制であったのが、大正元年に学校長の推薦制に 

改められ、仮入学の制度は廃され、また入学試験を重視するようになり、試験場も、外地を除けば各県庁所在地から八か所に、さ 

らに東京と奈良へとまとめられ、また選抜のしくみも簡素化されてきたといえる。こうして、師範学校のひとつとしての特殊な選 

抜方法から一般の学校並みの入学試験制度へと、徐々に変化しつつあったことがわかるのである。東京女子高等師範学校が昭和十 

八年から二十年という戦時下の最終段階に発案した入試制度改革案のひとつと思われるものが残っている(『官制改革に関する資料  

昭和十八―二十年』所収)。「入学試験改正案」と題されているこの文書では、昭和十三年八月以前の、まず候補者を限定してから 

入学者を選抜するという二段階方式が再提案されている。 

 

 一部・二部制の廃止と選修学科録の設置 

 

 大正三年三月文都省令第五号により「女子高等師範学校規程」が改正され、東京・奈良両女子高等師範学校の学科が文・理・家 

事の三科で構成されることとなったので、同二十三日に本校規則が改正されて、技芸科が家事科と改称され、また文・理科におけ 

る第一・第二の部別が廃止された。これと同時に、学資は自費が原則となった。本校規則の第二三条はこれまで「官費生徒ニハ別 

ニ定ムル所ノ規程ニ依リ学資ヲ支給ス」となっていたが、「学資ハ総テ自費トス。但シ別ニ定ムル所ノ規程ニ依リ学資ヲ補給スルコ 

トアルベシ」と改められた。この年十一月十二日に「生徒奨励費給与規程」が定められ、「本校生徒ニシテ学力優等・品行方正ナル 

者、又ハ多年教職ニ従事シタル者ノ子ニシテ特別ノ事情アル者ニハ、奨励ノタメ月額十五円以内ヲ支給スルコトアルベシ」と定め 

られた。 

 またこの時文科と理科における第一・第二の部別が廃止されたのに伴って、「選修制」の萌芽ともいうべきものが現われた。すな 

わち「東京女子高等師範学校規則」の第一二条の毎週教授時数の表に「選修学科目」という欄が設けられて、全学年にわたり、文 

科の場合には「外国史」または「地理」、理科の場合には「物理・化学」または「植物・動物」のいずれかを選修できるようになり、 

大正三年四月入学の生徒から適用された。またこの時「修身」の細目について、前述のような変更が行なわれた(一三〇頁)。 

 大正三年三月の規則改正で文科と理科における部別が廃止されたのちにおいても、家事科では、「裁縫」に重点を置く第一部と、 

「図画」(第一部では自在画と図案だけであったのに対し、第二部ではそのほか用器画・絵画史・教授法が課せられた)や「手芸及 

手工」に重点を置く第二都とがあったが、八年四月四日に本校規則に改正を加えて、家事科第二部を廃止し、家事科第一部を家事 

科とした。そして図画専修科の設置について文部省の許可を得、新たに修業年限三年の図画専修科を置くこととし、五月二十四日 

に同科の生徒十一名に入学を許可して授業を開始した。昭和三年二月一日に、同年三月限りで廃止されることが許可されるまで、 

この専修科は九年間存続した。 

 またこの時の改正で、選修学科目は第三・四学年だけに限られることになり、家事科にも拡大され、その科目も変更された。す 

なわち、文科では「修身・教育・国語・漢文・歴史・地理・外国語・音楽」のうちいずれか一科目について、理科では「物理及化 

学若クハ植物及動物」に「教育・数学・外国語・音楽」のうちいずれか一科目を合せたものについて、家事科では、「教育・家事・ 

裁縫・理科・手芸・音楽」のうちいずれか一科目について、別に選修させることとなったのである。 

 

 学資支給制度と卒業生服務制度の変遷 

 

 前述のように大正三年の規則改正により本校の学資は以後自費が原則となった。この点も、本校が「師範教育」のカテゴリーか 



ら、実質的にはしだいに離れつつあったことの一側面を表わしていて興味深い。 

 ここで学資支給制度の変遷について概観しておこう。明治八年の開校前、八月十三日に定められた「官立女子師範学校生徒入学 

心得書」の第七条では「生徒ノ学資ハ官給タルベシ。ソノ金額ハ一ケ月一人ニ付八円以下トス。尤モ学資ヲ自弁セント欲スル者ハ 

之ヲ給セズ」となっていた、こうして「官費」が原則であったが、二十三年の女子高等師範学校分立後間もなく、五月八日に「生 

徒学資支給法」が定められた。毎月学用品料・食料として五円、半年ごとに被服費として九円支給され、年額七十八円であった。 

二十五年四月入学の生徒より「生徒学資支給規程」が適用され、学用品料・食料は月四円、被服料は一年生が年二十四円、二・三 

年生は年十二円に減額された。三十年四月からは学用品料・食料が月五円、被服料は一年生も年十二円となった。三十二年三月三 

十一日の改正で学用品料年十二円、食料一日十四銭五厘、被服料年十六円となった。三十五年三月には、食料が一日十五銭五厘に 

増額された。 

 明治三十六年十一月十四日文部省令第三六号により「卒業生服務規則」に改正が加えられ、学資支給の程度によって義務年限に 

差異をつけることとなったので、十二月二十二日に「生徒学資支給規程」を改めた。学資を甲・乙二種に区別し、甲種は全部支給 

されるもので月七円、乙種は一部支給されるもので月四円、毎年募集すべき人員中三分の二を甲種、三分の一を乙種とし、三十七 

年四月以後の入学生よりこれを実施することとした。三十八年四月七日には「研究科生徒学資支給規程」が定められ、官費研究生 

に月額十五円が支給されることとなった。三十九年六月二十九日に本科生の学資支給の種別割合が改められ、生徒定員の四分の一 

以内を甲種とし、その他を乙種とした。こうして学資全額の支給を受ける者がしだいに減少して、ついにはまったく私費生徒のみ 

となる時期も遠くないと考えられるようになった。四十三年七月一日の改正で、甲種は定員の五分の一以内、研究科は三人と制限 

された。そして前述の「生徒奨励費給与規程」と同じような条文が学資支給規程に加えられた。四十四年十二月二十日に研究科は 

十人以内と改められた。 

 以上のような過程を経て、大正三年三月の規則改正により学資は自費が原則となったのである。「生徒学資支給規程」に代って、 

同年十一月に定められた「生徒奨励費給与規程」が適用されるようになったが、これは十二年十一月八日に改正されて、「入学後非 

常ノ災害ニ遭遇シ、家計上ニ著シキ変化ヲ来シ、学資ニ困難ヲ生ジタル者」が加えられ、また特別の事情のある者には月額二十五 

円を支給することができるようになった。これは同じように官費の支給であっても、その金品の教育的性格は東京女子師範学校時 

代のそれと性格が変ってきたことを物語っている。 

 この時点で奨学資金が設定された。明治四十五年六月三日に昭憲皇太后が皇后として最後に本校に行啓された時に下賜された金 

五百円が恩賜奨学資金となり、その他の奨学寄付金を加えて、大正四年六月三十日現在一、一五〇円、翌年六月三十日には一、三 

七〇円となった。五年八月四日に「奨学資金ニ関スル規程」が定められ、この資金から生じた利子を「一、本校及附属校園ニ於テ 

運動ソノ他特ニ奨励ヲ要スル事項ニ関スル施設ヲナスコト。二、本校生徒中品行方正ニシテ学業優秀ノ者ニ学資ノ補給ヲナスコト」 

に用いることとした。 

 国民学校令が公布されて小学校という名称がなくなるなど、戦時教育体制が制度面まで及んだ昭和十六年十月になって、本校で 

は「生徒学資支給規程」が二十七年ぶりに復活された。本校本科生徒に予算の定めるところにより学資として月二十円を支給する 

こととなり、生徒の志望により学業・品行・家庭の事情を考量して校長が支給を決定するものと定められた。奨学資金も同年十二 

月末には一三、六八八円五五銭に増えていた。 

 このような学資支給制度の変遷は、卒業生服務制度の変遷と深い関連を持つ。そこで次に、後者の変遷について見ておこう。 

 前述のように東京女子師範学校の時代に学資は官給を原則としていたが、卒業者の進退については各自の意志に任せ、いささか 

も制限を加えなかった。明治十九年十月十四日に文部省令第一九号により「高等師範学校卒業生服務規則」が定められ、女子師範 

学科卒業生は、卒業証書受得の日より五年のあいだ教職に従事し、そのうち二年間は文部省指定の場所に奉職する義務を持つもの 

とされた(三八頁参照)。 

 明治二十年十一月には校則を改めて、生徒に入学の際次のような誓書を高等師範学校長宛差し出させることとした。 

   「私儀今般御校ニ入学御許可相成候上ハ、御定規ノ通卒業後五箇年間ハ御許可ヲ経ズシテ教職ヲ離ルル事ナク、且其内二箇 

  年間ノ奉職場所及俸額ニ付キテハ文部省ノ御指定ニ依リ可申ハ勿論、始終勤勉一ニ国家教育ノ業務ニ従事可仕候。依テ誓書如 

  件。」 

 そして「生徒ハ何等ノ事故アリトモ退学ヲ願フコトヲ得ズ」とされ、正当の事由なくして誓書の趣旨を履行しない場合は、在学 



中支給した学資の全額または一部を償還させることと定められていた。 

 明治三十年七月文部省令第一二号により「女子高等師範学校卒業生服務規則」が定められ、官費専修科卒業生の服務年限が三年 

と規定されたほか、義務を果し得ない者はその理由を述べて義務の免除を文部大臣に請願し得ること、毎年末服務状況を文部省に 

報告することなどが定められた。 

 前にも触れたように明治三十六年十一月十四日に服務規則が改正され、所定学資の全額支給を受けた者は五年、一部支給を受け 

た者は三年、自費生は二年の服務年限となった。四十二年十二月、文部省令第二七号によりさらに改正が加えられて、甲種の学資 

支給を受けた者は五年、乙種の者は四年、私費卒業者は三年、専修科卒業者で学資支給を受けた者のうち修業年限三年の者は三年、 

同二年の者は二年、専修科私費卒業者で修業年限三年の者は二年、同二年の者は一年と、細かく服務年限が定められた。文部大臣 

の指定する職に就く義務年限もそれぞれ細かく決められた。義務を履行しない場合の支給学資および授業費の償還についても明確 

に規定された。四十三年十月二十六日にこの授業費償還について、文科の場合は年額六十円、理科・技芸科の場合には年額八十円 

と定められた。 

 大正十年四月省令第二九号により「高等師範学校等卒業者服務規則」が定められ、学資の支給を受けた者は修業年限の一倍半、 

受けない者は修業年限の二分の一に相当する期間教職に就くこととされ、文部大臣の指定に従って就職する義務年限は一年と定め 

られた。昭和九年文部省令第三号により、学資の支給を受けた者の義務年限は、支給を受けた年限に修業年限の二分の一を加えた 

期間と改められた。 



 

 通俗講話会と女子教育研究部 

 

 ここで、生徒の授業以外のことに関する本校の文化・教育活動の状況を述べておくことにしよう。 

 明治四十五年六月十二日、本校大講堂で一般市民に公開の第一回女子通俗講話会が開かれた。演題(カッコ内は講演者)は「台所 

の片づけ方」(教授宮川寿美)および「瓦斯の話」(教授平田敏雄)であった。『六十年史』によると、「今回は特に各家庭の下婢等に日 

常必要の智識と興味を与へる目的」のもので、入場者は二千名近くであったという。この時以後も同様の試みを行なう計画がたて 

られた。 

 この講話会は、約三年後の大正四年四月二十四日になって、第二回目が開かれ、第三回は同年十一月五日、第四回は大正五年六 

月十八日に開かれた。第四回はとくに大蔵省専売局浅草支局の婦人労働者のために、実際に適切な問題について平易に講話を行な 

い、来会者六五０余名が熱心に聴講し、意外の好結果を得たということである。第五回は六年六月九日、第六回は七年五月二十五 

日に開催された。ここまでは本校の事業として行なってきたが、その後は卒業者の団体である桜蔭会の事業として、第七回は七年 

十一月三十日に東?五郎の「家事の会計及び記帳について」、第八回は八年五月二十四日に医学博士二木謙三の「長寿と飲食」と題 

する講話があった。なお桜蔭会は明治末期から夏期講習会その他の講演会をしばしば開催している(『桜蔭会史』昭和十五年、二編 

七章参照)。 

 以上と同時代に、卒業者のための講演会が開かれ、その第一回は大正四年十一月に、第二回は翌年十一月に、第三回は六年七月 

二十五日に開かれたが、その内容についての記録は残っていない。 

 なお大正八年十月八日に本校では、社会の進運に伴い女子に必要は新知識を獲得させ、内外情勢についての精確な理解と正当な 

判断を得させるため、「現代科」を設置し、毎週一回およそ二時間の講義を行なった。この講義は桜蔭会員中にも聴講希望の者が多 

かったので、速記録を出版して希望者に分配した(『現代科講演要録』一・二輯、大正九年四・十月、のみ現存)。 

 大正十一年十一月には、アインシュタイン博士(Albert Einstein)の来日が伝えられるとともに、わが国の学界・教育界のみなら 

ず、一般社会にまで相対性原理ブームが起った。本校でも東北帝国大学教授理学博士愛知敬一を招いて、「アインシュタイン氏相対 

性原理」と題する講演を十三日午後二時十分から職員・生徒一同聴講した。二十九日は、本校開校四十周年記念式ののち、午後六 

時から帝国教育会ほか十一教育団体の主催で、アインシュタイン博士の歓迎会が本校講堂で催され、会衆約千人、頗る盛会であっ 

たという(東京女子高等師範学校『大正十一年 日誌』)。 

 

   大正十二年に本校の理科や家事科を卒業した人びとは、五十余年前を回顧して、当時アインシュタイン博士の話を聞き、そ 

  の後同博士と握手したことが、学生時代の最大の思い出であると、感激を込めて述べている。当時の学生たちは、日曜日など 

  に他大学や宗教団体の講演会などに誘い合わせて参加して、知識欲を満足させ、人生問題について考えるよすがとした(地域社 

  会研究所編『お茶の水出の五十年――高学歴女性の生活史と老後生活』〔高年齢を生きる 七号〕昭和五十年、三九、四九、五 

  二頁)。 

 

 時代は少しさかのぼるが、大正二年三月三日には、本校に女子教育研究部が設けられた。これは「本校及附属学校・幼稚園ノ教 

育ノ改善ニ資スルタメ、女子教育ニ関スル諸般ノ研究調査ヲ為スヲ目的」(規程第一条)とし、本校および附属校園の職員のなかか 

ら主任・委員・臨時委員を任命して、研究・調査に従事させるものであった。 

 

   その成果は『女子教育研究調査報告集』(本校刊行の非売品)第一輯(大正四年)および第二輯(大正六年)にまとめられている。 

第一輯には「女子教育婦人問題に関する書籍」「中等教員の受持時数」「明治三十年以後に於ける男女教員数の割合の変遷」「欧 

米小学校及女学校学科課程調査」「我国女子の職業並に就業人員」「本校附属学校女生徒身体発育の状況」の六件の調査報告が 

収められている。第二輯には「時局と今後の女子教育」「個性」「作法教授要項」「女学校に於ける英語教育」「幼稚園児童身体 

発育」「本校生徒の体重と食物」などに関する調査のほか、「本校附属小学校用語規程」「女子教育婦人問題に関する主要なる出 

来事」、シモンス・カレッジの家事経済科およびコロンビア大学の師範部技芸科の規程が収録されている。当時どのようなこと 



が関心事となっていたかが、これによって判るのである。 

 

 開校四十年分立二十五年記念式 

 

 明治三十七年十一月二十九日に、本校開校三十周年記念式が挙行された。これが本校の行なった最初の開校記念式で、これ以来、 

十一月二十九日を開校記念日と定め、毎年祝賀式を行なうようになった。式ははじめ玄関前広場で行なっていたが、四十年十一月 

二十九日からは講堂で行なわれるようになった。 

 大正四(一九一五)年は本校の開校満四十年、高等師範学校からの分立より満二十五年に当り、十一月二十九日の開校記念日に記 

念式を挙行した。この日皇后の代理として伏見宮博恭王妃が差遣わされ、令旨を賜わった。また記念展覧会が開かれ、翌日には本 

校初代摂理中村正直と第二代摂理福羽美静の事蹟および本校の沿革に関する講演会を催した。 

   この時、昭憲皇太后の御下賜品・御遺品などの保管ならびに明治時代におけるわが国文化の変遷・発達を記念すべき物品を 

  陳列する目的で、「明治記念室」を新設した。そして十二月十七日に「明治記念室主任」を置き、日本史担当教授下村三四吉 

  (一八六八―一九三八)がこれに任ぜられた。この記念室は、校舎二階の広やかな一室の壁面を装飾して、正面に神殿をしつら 

  え、戸張の奥に明治天皇と昭憲皇太后の御真影を奉安し、その前方には、昭憲皇太后が本校へ行啓のたびごとに下賜された 

  品々を陳列し、他の三方の壁面には、明治年間の功臣の肖像をとくに描かせて掲げ、その中間には明治年間におけるわが国領 

  土拡張の順次に展開した地図を掲げ、室内はすべて明治時代を記念すべき歴史上の事物をもって満たされた。それは、師範 

  教育の趣旨を徹底させるとともに国民道徳および歴史教授の資料に供したいとの心から、とくに中川校長の発議によるもので

あった。 

 この記念式典の開催に先立つ大正二年四月十一日には、本校生徒に佩用させる徽章が新たに制定された。 

   本校の徽章は東京女子師範学校時代は桜花の五弁に「女子師範校」の五文字を入れた簪であったが、明治十九年からは楕円 

形のなかに「範」の字を留めたブローチ型となり、大正二年からのものは、桜花の五弁に八咫鏡・八尺瓊勾玉を象った。この 

時点で国体の象徴とされてきた神器が徽章に取り入れられたのである。 

 

 学問の府 

 

 この時期本校卒業生を中心として、とくに自然科学の領域で学位を授けられた女性科学者が次々に輩出したことは、わが国女性 

史上特記すべきことであると同時に、本校の教育水準を知る手掛りを与えるものといってよいであろう。 

 昭和二年に理学博士の学位を授けられてわが国女性博士第一号となった保井コノ(一八八〇―一九七一)は、香川師範学校女子部 

を卒業して、明治三十一年に新設の理科第一回生として入学し、帰朝直後の松本亦太郎(一八六五―一九四三)の講義を聞いて、ヴ 

ント(Wilhelm Max Wundt)の実験心理学に興味を持ったが、理科の生徒としてそのためにはまず生物学の研究が必要であると考え、 

結局生物学者、とくに植物学者として一生を貫くこととなった。三十五年に卒業後、二年間岐阜県立高等女学校に勤務し、さらに 

神田の共立女学校で教えていたが、三十八年四月に「研究科生徒学資支給規程」が定められると、理科の第一回官費研究生に選ば 

れ、本校の岩川友太郎教授の指導のもとで動物学を専攻し、同年「鯉のウェーベル氏器に就て」と題する最初の論文を『動物学雑 

誌』に発表した。さらにヒルの卵の発生の研究を教授から勧められたが、ヒルは大嫌いであったので、植物学に転じ、自分でサン 

ショウモの原葉体を調べて『植物学雑誌』に予報的記事を書くと、三宅驥一(のちに東京帝国大学教授)の目にとまり、彼から細胞 

学の手ほどきを受けた。四十年に研究科を終えて母校の助教授に任ぜられ、続いてドイツに留学の希望を申請したが、女子が科学 

を研究してもものになるまいということで、なかなか許可が下りなかった。たまたまドイツの植物分類学の大家エングラー 

(H.G.A.Engler)が来日し、小石川の植物園で会食があった時、東京帝国大学教授藤井健次郎によって「日本にたった一人の女の植 

物学者だ」と紹介された。「あとでそのお礼に伺った時、あなたの留学問題はどうなっているのか、と聞かれたので、経過を話した 

ら、その筋に話をして下さったので、一週間後に許可がおりて学校側も面喰ってしまった」(『わが師・わが友』一、昭和四十二年、 

一六九頁)。ドイツでは細胞学者シュトラスブルガー(Eduard Str‐asburger)のもとで研究するつもりであったが、彼が亡くなった 

ので、大正三年にアメリカのシカゴ大学に赴き、さらにドイツに行くつもりであったが、第一次世界大戦が始まったため、アメリ 



カにとどまった。シカゴ大学で「柿の細胞学的研究」をまとめてから、三宅の指示でハーヴァード大学のジェフリー(E.C.Jeffrey) 

のところに赴いた。ラドクリフという女子のカレッジに入り、ジェフリーのもとに通って石炭の新しい研究方法を学び、論文を発 

表して、五年に帰国した。帰国に際し、ジェフリーは日本の石炭の研究を保井に託した。 

 東京女子高等師範学校では研究の設備も費用もなかったので、当時の校長中川謙二郎と東京帝国大学総長山川健次郎(長いあいだ 

本校舎監をしていた山川二葉の弟)の尽力により、大正六年に東京帝国大学植物学教室嘱託の地位を与えられ、当時新設された遺伝 

学講座の実験の手伝いをしながら、その後約十年にわたって石炭の研究を続けた。各地の炭坑で材料を集め、「同行の大賀一郎氏〔ハ 

スの研究家〕が、怖いから嫌だといわれたような、地下百尺の堅坑〔ママ〕へも一人でモッコに乗って入って行った」(同前、一七 

三頁)。 

 こうした努力が実って、昭和二年四月に学位論文「日本に産する亜炭、褐炭、瀝青炭の構造の研究」によりわが国最初の女性博 

士誕生となり、ほどなく神田の如水会館で桜蔭会主催により盛大な祝賀会が開かれた。列席の女性たち三百人は日本女性史上の画 

期的盛事を祝ったが、保井は、学問に携わる身に学位は大した問題ではなく、問題はこれからの研究にあると述べた。以後も、こ 

れまでどおり本校の講義と実験指導を済ますと、本郷の東京帝国大学植物学教室で夜遅くまで研究を続け、総計百余篇に上る論文 

を発表した。 

 女性博士第一号の誕生は後進に大きな刺激を与えた。黒田チカ(一八八四―一九六八)は佐賀師範学校女子部を卒業して一年間小 

学校教員を務めたのち、明治三十五年、保井の四年後輩として本校理科に入学し、三十九年に卒業、ただちに福井師範学校女子部 

に勤務した。四十年に第二回目の官費研究生に選ばれ、本校の平田敏雄教授(一八七三―一九三一)について二年間研究したのち本 

校で助教授となったが、大正二年に東北帝国大学理科大学(大正八年より理学部)がはじめて女子に門戸を開いたため、勇躍入学し、 

有機化学を専攻して紫根を研究テーマとした。五年に卒業して日本最初の女性理学士となってのち、二年間副手として東北帝国大 

学にとどまり、七年に本校教授となった。また十年から十二年には、文部省留学生としてイギリスのオクスフォード大学の有機化 

学の大家パーキン(W.H.Perkin)教授のもとに赴いた。帰国後は、間もなく関東大震災で本校の校舎が全焼したため、御茶の水の仮 

校舎と駒込の理化学研究所のあいだを毎日往復して研鑽を重ね、保井より遅れること二年、昭和四年に紅の成分の研究で理学博士 

の学位を授与され、女性博士第二号となった。東北帝国大学在学中から真島利行教授の指導のもとで、古来高貴な服色として珍重 

されてきた紫の染料紫根の研究に始まり、紅花・青花(つゆ草)・黒豆・茄子・紫蘇・小豆などの天然色素の研究を一貫して追究し、 

そのため手指は洗っても落ちない色素に深く染まっていたといわれる。 

 本校理科を卒業してのち北海道帝国大学で研究生活を続けた女性に、〔辻〕村みちよ、井口ヤス、加藤セチの三人がいる。〔辻〕 

村みちよ(一八八八―一九六九)は東京府立女子師範学校を経て、大正二年に本校理科を卒業、横浜高等女学校に四年、埼玉女子師 

範学校に三年勤務したのち、大正九年から二年間北海道帝国大学農学部農芸化学科の食品栄養研究室で無給副手として蚕の栄養な 

どについて研究した。十一年からは東京帝国大学医学部医化学教室でビタミンの研究を始め、関東大震災で教室が焼けたのちは、 

理化学研究所で緑茶中のビタミン C やカテキン・タンニンなどについて研究し「緑茶の化学成分について」と題する論文で昭和七 

年に農学博士の学位を与えられた。井口ヤス(旧姓本間、一八九二―一九五九)は長岡女子師範学校を卒業して小学校に勤務したの 

ち、明治四十五年に本校理科に入学、大正五年に卒業後桐生高等女学校教諭として四年の義務年限を果し、北海道帝国大学に選科 

生として入学、修了後も北海道立高等女学校で教鞭をとりながら苦学力行し、菌学の研究に没頭した。北海道帝国大学農学部植物 

学教室の宮部金吾教授のもとで植物の寄生菌についての分類学的研究を大成し、昭和十一年にウドンコ菌科の研究によって〔辻〕 

村みちよに次ぐ二番目の女性農学博士となった。保井・黒田・〔辻〕村三博士はいずれも生涯独身で研究生活を貫いたが、本間ヤス 

は昭和十三年に四十七歳で同学の教授井口賢三と結婚したのちも研究生活を継続した。加藤セチ(一八九三― )は山形女子師範学 

校を卒業して一年間小学校に奉職したのち、大正三年本校理科に入学、七年に卒業後、札幌のミッション・スクールで教師を務め 

ながら、北海道帝国大学に選科生として入学したが、この入学は本間ヤスより前であったため、北海道帝国大学最初の女子学生と 

なった。〔辻〕村、加藤、本間の三人は一時一つ家で共同生活を営み、いずれ劣らぬ無頓着な身なりで通学し、研究生活にいそしん 

だ。加藤セチは修了後理化学研究所の助手としてスペクトル分析の研究に没頭した。二十九歳の時建築家の夫を婿養子として迎え、 

二児の母親となったが、実母に家事の大半を任せ、心おきなく実験室通いを続けて、昭和六年に京都帝国大学理学部から「アセチ 

レンの重合」についての論文により学位を授けられ、保井・黒田両博士に次いで三番目の女性理学博士となった。 

 以上のようにして、本校理科卒業生を中心として女性博士が次々に生れ、昭和十年八月二日夜に科学知識普及会は、女流科学者 



十一博士を迎えて如水会館の一室で晩餐会と座談会を開き、長年の研鑽の功を讃えたのであった(長島譲『女博士列伝』昭和十二年、 

四頁)。 

 これらの人びとに続いて、昭和四年四月に開学して女子にも門戸を開いた東京文理科大学などに学び、専門的な研究を発展させ 

る本校卒業生が現われてくる。これらの動向については、詳しくは本章第四節を参照されたい。 

 

   久米又三・阿武喜美子の調査報告「わが国における自然科学分野での女子の活動」(『お茶の水女子大学人文科学紀要』一四 

  巻、昭和三十六年)は、臨時教員養成所も含む東京女子高等師範学校およびお茶の水女子大学卒業生のうち、調査時点までに 

  所在を確認し得た者のなかで自然科学の分野で研究活動を続けて行なってきた者の、年代別集計を行なっている(表Ⅲ・１１)。 

  各年代の研究者数は、研究者中、死亡または十年以上を経過しても業績の出ない者を研究者ではなくなったものとして、前の 

  年代の研究者数から減じ、それに新しい参加者を加えたものの数である(ここにいう研究者とは、それぞれの専攻分野で論文、 

  著書、学会講演、パテントを持つ者をいい、潜在研究者とは、現在研究機関に所属し、特定の研究テーマを持ちながら、業績 

  未発表の者をいう)。この調査は本校の歴史の一断面を伝えていて興味深い。最初の一九〇一―〇五年の研究者一とあるのは 

  保井コノをさす。以来、東京女子高等師範学校が実質的に存続していた一九四〇年代までをとってみると、研究者、潜在研究 

  者とも年々増え、日中戦争勃発前の一九三一―三六年には研究者は十七名、業績数七十六に達している事実を確認できると同 

  時に、戦争がこのアカデミズムの成長に重圧となっていく過程をも知ることができる。 

   なお、この間の出身学科別分野別学位取得者数は表Ⅲ・１２のとおりである(お茶の水女子大学女性文化資料館「『お茶の水 

  女子大学の歴史と女性研究者の歩み』展」資料、昭和五十六年、による)。自然科学系が多いとはいうものの、さりとて、人文・ 

  社会科学系の人びともいなかったわけではない点にも注目しておきたい。学位の取得については、学問や学界の性格も関係 

していることも、指摘しておかねばならないであろう。 

 

   第二節 移転と整備 

 

 関東大震災と仮校舎の時代 

 

 大正十二年九月一日午前十一時五十八分、関東地方南部を中心に大地震が起り、本校の建物が損害を受け、続いて始まった火災 

のため、建物の大部分が焼失した。この時の状況は『桜蔭会史』(前出)に詳述されている。 

 この日、本校はまだ夏期休暇中で、校長と事務職員しか在校していなかった。附属高等女学校と小学校はそれぞれ午前八時およ 

び九時から二学期の始業式を行ない、生徒・児童を帰宅させたのちであった。寄宿舎にも少数の職員・生徒がいただけで、幼稚園 

は休暇中で誰もいなかった。茨木清次郎校長は修身・教育担当の教授補永茂助(一八八一―一九三二)と校長室で対談中であったが、 

大音響と大震動を感じると、ともに室外に避難し、正面玄関前の前庭に立って、四方の校舎に目を配った。多くの事務職員も前庭 

に出たが、校舎の所々の壁面・天井・屋根瓦などが崩れ落ちて、すさまじい光景であった。校長は居合せた教職員を従えて校内を 

巡視し、御真影奉安所と寄宿舎の安全を確かめて、中央運動場に引き揚げてきた。その頃になると消防自動車のけたたましい音が 

聞こえ、火事はすでに神保町方面、水道橋の砲兵工廠方面、日本橋方面、両国方面と、都合四か所に起り、本校をとりまくように 

延焼してきた。 この時になると、御茶の水橋を渡って南方の駿河台方面から、また西方の順天堂方面から大群衆が押し寄せてき 

て、そのなかには血に染まった負傷者が含まれていた。校庭で休息を望む人びとが増えたので、校長は運動場を開放した。順天堂 

医院その他の病院から患者の避難を依頼され、校庭はこれらの避難者で一杯になった。化学室その他から煙が出たので、教職員が 

手分けしてそれらを消し止め、薬品の始末をした。午後一時半頃になると、諸方の火の手が烈しくなり、風はますます強く、積乱 

雲のような雲が立ちのぼり、灰が落ちはじめた。危険が迫ってきたので、避難者に立ちのきを勧告した。二時半過ぎになると、順 

天堂に火がついたという知らせがあったので、校長は御真影その他の貴重品を取り出して、聖堂寄りの弓技場前の欅〔けやき〕の 

木の下に移した。 

 在校の教職員が総力を挙げて、附属小学校と附属高等女学校の非常持退品や、会計の金庫の現金・会計台帳、庶務・教務の重要 

書類などを搬出した。寄宿舎の重要書類は植物実験室へ移したが、そこで焼失した。火の粉が盛んに降ってきて、寄宿舎や木造校 



舎に火がまわり、講堂も小学校も焼け落ちて、〔煉〕瓦校舎に〔焔〕が迫ってきた。弓技場前に集合した教職員は、倒壊した土塀を 

乗り越えて聖堂大成殿の裏手へ逃げ、さらにその前方を廻って東方の教育博物館の門前へ出た。駿河台方面からの火は御茶の水駅 

に移り、橋上の電車を焼いて、その煙は博物館を覆い、顔に熱く感じたという。 

 校長は職員を指揮して貴重品をまとめ上野公園へ向かうこととした。気の利いた傭人が持ってきた園芸用の荷車に重要書類を載 

せ、松住町まで引いていくと、一方の車輪がぬけて動かなくなった。その傭人がどこからか車輪を持ってきたが、轂〔こしき〕の 

止めができないのでそこを手で抑えたまま進んだ。しかしもう一方の車輪も壊れてしまい、途方に暮れていると、またもやその傭 

人が一台の箱車を警官に話して手に入れてきた。一同大喜びでそのなかに書類を入れ、入りきらないのは行李につめたまま箱の上 

に結びつけ、この車にも轂の止め木がなかったので、苦心惨憺して車を引いた。この時は大成殿にも火がつき、振り向くと拳〔こ 

ぶし〕大の火の粉が振りかかるという有様であった。校舎は一時間で焼失し、わずかに表門の門衛所を残すのみであった。 

 末広町から御成街道の電車道は、線路の工事中で掘り返してあったうえに、病人の担架や家々から持ち出した荷物で混雑してい 

た。そのなかを人びとは肩をすり合うようにして上野を指して逃げた。先発した校長一行は、身動きのできないほど人のつまった 

上野の山を蟻のはうように進んで、五時過ぎに同じ文部省直轄学校である東京音楽学校に着いた。同校事務室の一部を借りて御真 

影を安置し、藤井利誉教授と堀七蔵教諭はちりぢりになっている人びとを糾合するため、「東京女子高等師範学校は東京音楽学校に 

避難す」と大書した紙の旗を作った。それを持って上野公園内を歩くと、生徒の父兄や教職員が集り、箱車を引いてきた人びとも 

到着したが、その時はもう七時頃で、あたりは暗くなっていた。この夜は校長と矢部吉禎教授が御真影守護のため宿直し、事務職 

員三人も泊ることとして、他の人びとは自宅または避難先へ引き揚げた。残留の人びとは夜半十二時過ぎに、ようやくここで炊く 

ことのできた米飯を夕食としてとることができた。 

 翌九月二日、東京音楽学校内に仮事務所を置いて応急事務を開始したが、この日も余震が続き、市内は燃え盛る火に覆われた。 

夜になると広小路から公園の入口まで燃えてきたので、この夜の当直に当った教職員は憂慮に堪えず、幾度か御真影奉遷の用意を 

したという。九月十七日になって御真影その他の貴重品の一時保管方を宮内省に依頼し、これらは、仮校舎の完成後大正十三年六 

月十日になって本校に奉安した。 

 仮事務所については九月四日に文部省へ届け出、五日から東京音楽学校正門内向って右方にある一棟のうち四室の使用を許され、 

九月中はここを事務室とした。 

 九月八日になると全校職員会議が開かれ、本校罹災の善後策に関する調査委員会が組織された。その委員は評議員その他幹部の 

教授・職員のうちから任命され、第一回委員会を十日に開き、復興方針や仮教場の借用、その他重要問題について協議し、この日 

から部署を定めて実行にとりかかった。十一日には本校および第六臨時教員養成所の地方在住生徒に対し、「本校校舎全部震災のた 

め焼失につき、当分授業を休む。追って授業開始の期日決定の上は、更に通知すべきにつき、なるべくその地に止まられたく、居 

所変更したる場合には速に仮事務所に届け出づべし」との通知を発し、十二日には東京朝日・東京日日・報知の三新聞に、「本校お 

よび附属校園並びに養成所の授業は当分休業すること。授業開始の期日は追って通知すること。在京生徒・児童の安否は便宜の方 

法をもって報告せられたきこと」を広告した。 

 十月一日になって、本校および第六臨時教員養成所の仮事務所を小石川区竹早町の東京府女子師範学校内に移し、同時に仮教場 

と仮寄宿舎を次のように設けた。 

  東京府女子師範学校内――本校および第六臨時教員養成所の一部と附属高等女学校専攻科の仮教場 

  帝国女子専門学校(小石川区大塚町、相模女子大学の前身)内――本校および第六臨時教員養成所の一部の仮教場、附属幼稚園 

   仮保育場 

  東京高等師範学校内――本校理科および附属小学校仮教場 

  女子学習院(赤坂区青山北町、現在秩父宮ラグビー場のある所)内――附属高等女学校本科・実科の仮教場 

  東京盲学校(小石川区雑司ヶ谷町、のちの東京教育大学雑司ヶ谷分校)内――本校第一仮寄宿舎(十三年一月十一日に第二仮寄 

   宿舎に合併) 

  東京府立第五高等女学校(東京府下淀橋町、都立富士高校の前身)内――本校第二仮寄宿舎 

  牛込区揚場町および小石川区富坂町にあった第六臨時教員養成所および附属高等女学校専攻科の寄宿舎は従前のとおりであっ 

   た。 



 附属小学校は東京高等師範学校附属小学校の十教室を借りて、十月十五日から一時限三十分の二部授業を開始した。附属高等女 

学校の本科と実科の授業および幼稚園の保育は十月二十二日から開始された。附属高等女学校は女子学習院の多大の厚意によって 

十一教室の使用を許され、教具・机・図書なども貸与され、出入口や運動場を開放されて、同院の教職員・生徒と同様に待遇され 

た。 

 本校と附属高等女学校の専攻科および第六臨時教員養成所の授業は十一月一日に開始された。文科はほとんどすべての授業を竹 

早町の女子師範学校内で行ない、歴史と地理はそれぞれ特定の一室を使用した。しかし教室その他の都合から、規則どおり教科課 

程を履修させることができない面もあった。全学年を通じて三時間の体操を一時間に減じ、晴天には運動場で授業したが、雨天の 

際には中止した。第四学年生徒の選修時間六時間を全部中止し、そのうち四時間を国・漢・地・歴に一時間ずつ配当して学習させ 

た。第三学年生徒が三学期から開始する選修は、これを来学年度に繰り延べて、バラック校舎に移転してから始めることとし、さ 

し当って三学期は二学期の延長として授業することとした。 

 理科は東京高等師範学校における数学・物理・化学・動物・植物・鉱物の空き時間を利用して授業を行なったが、共通学科は帝 

国女子専門学校内で授業したので、生徒は一日のうちに二度も両校を往復するようになった。また理科の教官のなかには、竹早町 

の女子師範学校の校舎で、専攻科や家事科の学科目理科の授業を行なう者もあり、きわめて複雑になっていた。 

 家事科は、裁縫を帝国女子専門学校内で行ない、講義を同校と女子師範学校で行なったので、生徒は理科の生徒と同様一日のう 

ちに竹早町と大塚町のあいだを往復することがあった。また東京高等師範学校内でも学科目理科の授業を受けた。割烹は四月まで 

休むこととし、他の科と同様、選修も四月に繰り延べ、体操は一時間だけ運動場で行なった。 

 やがて本郷区湯島三丁目(現在の文京区湯島一丁目)の旧校舎および寄宿舎の焼跡に建築中であった仮校舎がほぼ落成したので、 

大正十三年三月二十日に、本校および附属校園の教室・事務室・教官室・講堂・寄宿舎などがすべてこちらへ復帰した。新築の仮 

校舎は木造平屋建で、その建坪は、校舎三、九八五・五坪、講堂二四七坪、寄宿舎一、四四四・二五坪、附属建物二三五・九六坪、 

計五、九一二・七一坪(一九、五一一・九四三平方メートル)、工費は九十七万余円であった。 

 仮校舎は本校三棟・附属校園四棟のほか、講堂・雨天体操場・理化教室の棟などで、一町(約百メートル)余もある校舎の中央に 

は幅一間半(約三メートル)の廊下が通り、その両側に多くの教室が並んでいた。仮寄宿舎は食堂棟を入れて五棟、まだ周囲の塀は 

壊れたままで、街路からまる見えで、構内至るところに材木が散らばっていて、足の踏み場もない状態であった。しかし不便な仮 

住居から懐かしい御茶の水の故地に戻った喜びはひとしおであった。 

   震災による被害からの復旧用に、本校関係では大正十三年より向う十年間の継続事業として震災復旧諸費の予算が成立 

した(表Ⅲ・１３)。 

 仮校舎の時代の二年目、大正十四(一九二五)年は本校の開校満五十年に当っていた。本書の対象とする百年の期間のちょうど 

半ばである。そこで、この年の十一月二十九日、開校記念日に、皇后(貞明皇后)を迎えて、開校五十年記念式が挙行された。 

   式典が終わると、午後一時からは職員・生徒ら一同に桜蔭会員や附属高等女学校の同窓会である作楽会の会員も加わり、 

  各自手に日の丸の小旗を振りながら、本校教授尾上八郎作歌・東京音楽学校教授萩原英一作曲の祝歌を歌って校内を一巡 

  して校庭の中央に集り、宮城に向って立った壇上の茨木校長の発声で、天皇・皇后・皇太子・同妃の万歳を三唱し、続いて本 

  校の万歳を三唱して、解散した。翌十一月三十日午前九時から講堂で記念講演会が開かれた。講演は、本校教授岩川友太郎の 

  「本邦生物史」、旧職員後閑菊野の「本邦女子教育の発達」、元京都帝国大学総長で成城小学校長の教育学者沢柳政太郎の「教 

育の均霑〔きんてん〕と女子の高等教育」であった。さらに午後一時から四時半まで講堂で記念音楽会が開催された。 

   なお、それから十年後の六十周年記念式典は、昭和九年に、一か月繰り上げて十月二十九日に行なわれた。十一月には桜蔭 

  会が記念樹四三六本植付のため四、九三四円を寄付し、さらに祝賀のため千円を追加寄付した。 

 

 事務組織の改編 

 

 昭和二年九月十一日、「校務分掌規程」が制定された。これは第一章教育事務、第二章分課事務からなり、第一章では教授・訓育 

に関する事務および教育事務組織(学科目主任、学級主任および学科主任)について、第二章では事務組織について定めたものであ 

った。 



 事務組織については、この規程で大改正が行なわれ、課制が導入され、庶務課、教務課、図書課および生徒課の四課が置かれ、 

庶務課は庶務掛および会計掛の二掛からなることとなった。各課には幹事(兼務)が置かれ、各課または各掛には主任が置かれた(上 

記参照)。 

 この組織は、昭和二十四年の大学発足時まで続いた。専任の庶務課幹事が置かれたのは昭和十二年九月十一日からで、福原義人 

が初代幹事となり、岡本三郎司、岡村幸次郎、清水文平がこれに続き、主任には、昭和二年九月以降、次の人びとが就 



任した。 

  庶務課庶務掛 富岡亀門、細井専 

  〃   会計掛 西川真澄、堤善吉、金井真八郎、金沢源 

  教務課      岩崎辰治、西堂信一、野島弥三郎 

  図書課      細井専、山内純雄 

  生徒課      西堂信一、菅沼隆、安藤時応、橋田弘久 

 

 大塚の新校地 

 

 昭和三年十一月二十六日、文部省は小石川区大塚町三五番地の一四号および東青柳町二八番地の一号における二七、二六四坪(八 

九、九七一・二平方メートル)を、校舎の本建築のため本校に交付した。 

   この土地の由来を古地図で調べてみると、寛文十一年の「新板江戸外絵図」では、この辺には「安藤ツシマ」と書き込んで 

  ある。安藤対馬守(当時は上野高崎藩主)の屋敷だったわけである。今の護国寺のところは「御薬園」で、その南には田と畑が 

  あって、音羽の通りはなかった。享保元年の「分道江戸大絵図」では「安藤右京亮」となっており、この時になると、元禄年 

  中に建造された護国寺とその前の門前町である音羽の通りが記入されている。幕末の嘉永四年の近吾堂版「江戸切絵図」中の 

  「音羽・目白・雑司ケ谷辺絵図」を見ると、「安藤長門守 下」すなわち安藤長門守の下屋敷となっている(安藤長門守のち対 

  馬守は信正、磐城の平藩主、五万石。万延元―文久二年老中)。 

   明治時代になると大名の広大な屋敷の跡は大部分政府のものとなった。明治四年の吉田屋文三郎版『東京御絵図』ではまだ 

  「アントウ ヤシキ」となっているが、明治十三年測量・二十年出版・二十三年再版の陸地測量部「二万分の一迅速測図」の 

  「東京近傍第五号」(「下谷区」)になると、「陸軍病馬〔厩〕分〔厩〕」となっており、明治三十年の「東京一目新図」でも同 

様である。三十七年の「東京十五区分地図」中の「小石川区全図」では「陸軍火薬庫」となっている。明治四十二年測図・大 

正十年第二図修正測図・同十四年部分修正の陸地測量部「一万分の一地形図」の「東京近傍十一号」(「早稲田」)では「兵器 

支廠」と記入されている。『文京区史』(巻三、昭和四十三年、一五七頁)は「東京陸軍兵器支廠」の見出しのもとに、「明治二 

十三(一八九〇)年九月、大塚旧病馬〔厩〕の地所に弾薬庫其他附属建物を新築し、大塚陸軍弾薬庫と称したのがその創めであ 

る。明治四十一(一九〇八)年四谷大番町倉庫内にあった東京陸軍兵器支廠の事務所を構内に移転し、市内並に府下所在の弾薬 

庫、倉庫等を所管としていたが、昭和三(一九二八)年五月に至って板橋兵器廠内に移転した。旧構内の一部は同年大蔵省に返 

還せられ、のち東京女子高等師範学校其他が移転して来ることになった。昭和四(一九二九)年五月には猶四万余坪の地が兵器 

支廠所管下にあった」と述べている。兵器支廠が板橋に移った跡地の大部分が本校に交付されたわけで、はじめのうちは隣接 

地(現在図書館や一班教育般教育棟のあるあたり)に弾薬庫を囲む土塁が残っていた。 

 

 寄宿舎の移転 

 

 新校地に昭和四年三月五日に起工した寄宿舎が十月二十七日には完成して、十一月二十二日に移転した。この寄宿舎は木造二階 

建で、木造平屋建の附属建物を含めて、延坪一、六七六・一六坪、鉄筋コンクリート造平屋建附属建物一五四坪を加えると一、八 

三〇・一六坪(六、〇三九・五二八平方メートル)、約三五〇人の寮生を収容することができた。御茶の水時代の寮名を継承する蘭・ 

竹・梅・菊の四寮が渡り廊下で大食堂へつながれ、炊事場・浴室・洗濯室なども完備していた。生徒室四十三で、各室は一つの自 

習室とその両側にある二つの寝室から成り、各科各学年の生徒で混成された八人の室友が起居をともにすることとなっていた。 

    

   この新寄宿舎の位置は現在の学生会館、人間文化研究科の建物などのあるところで、当時の新校地の奥深い一隅の高台にあ 

  って、人家から離れ、空気が清く、時には雉〔きじ〕が来て鳴くほどの閑静なところであった。運動場の上のテラスに立つと、 

低地を隔てて豊島岡の森と護国寺の青い屋根を望むことができた。また晴れた日には西の空に鮮やかに浮び出た富士の雄姿を 

仰ぐこともできた。はじめのうちは寄宿舎の南に残っていた弾薬庫を警備する兵士が土塁の上からこの寄宿舎をのぞくので困 



ったというエピソードも伝えられている。 

 

 昭和五年十一月には、現在附属中学校の体育館のあるあたりに集会所の新築工事が完了した。この集会は木造平屋建、六十五坪(二 

一四・五平方メートル)で、嚶鳴〔おうめい〕舎と名づけられ、級会その他生徒の会合に用いられた。今の理学部本館およびラジオ・ 

アイソトープ実験室のあるあたりにあった雨天体操場(体育館、木造平屋建、二八〇坪〔九二四平方メートル〕)もこの時に竣工し 

た。六年六月には附属幼稚園の新築が完成した。これは鉄筋コンクリート造平屋建、三八一・九九七坪(一、二六〇・五九平方メー 

トル)である。同七月には桜蔭会および作楽会が寄付した水泳プールが体育館の東側に完成した。 

 鉄筋コンクリート造三階建、延二、五〇七・五四六坪(八、二七四・九平方メートル)の本校本館、および同じく鉄筋コンクリー 

ト造二階建、延四六〇・二二坪(一、五一八・七二六平方メートル)の講堂は、昭和六年一月九日に起工、七年八月三十一日に竣工 

し、木造二階建、延三八五坪(一、二七〇・五平方メートル)の本校別館も完成して、同年十二月二十八日に本校と附属幼稚園が移 

転した。八年三月に門衛所・車庫、十月に機関室、十二月に図書閲覧室(木造平屋建一〇五坪〔三四六・五平方メートル〕)と書庫 

(鉄筋コンクリート造三階建八九・八四一坪〔二九六・四七五平方メートル〕)が完成し、附属小学校(鉄筋コンクリート造二階建一、 

〇四八・〇二四坪〔三、四五八・四七九平方メートル〕))とその雨天体操場(木造平屋建一〇九・七七一坪〔三六二・二四五平方メ 

ートル〕)は九年三月に完成して、同三十一日に移転した。附属高等女学校(鉄筋コンクリート造三階建一、四一四・四五三坪〔四、 

六六七・六九五平方メートル〕)とその雨天体操場(木造平屋建二一五・五八九坪〔七一一・四四平方メートル〕)も十年三月に完成、 

同三十一日に移転を完了した。十一年三月二十四日に第二寄宿舎(木造二階建一部平屋建、附属建物を含めて三七三坪〔一、二三〇・ 

九平方メートル)、現在附属中学校のあるところに建造)が完成、六月には正門(現在の東門)の工事と校内道路の舗装工事が完了した。 

 こうして新校舎・新校地がすべて整備されたので、昭和十一年十一月二十八日午前十時から新講堂徽音〔きいん〕堂に来賓や卒 

業生を迎え、教職員・生徒・児童が相会して、落成式を行なった。翌二十九日の開校記念日には、午前九時からの記念式に引き続 

いて、落成記念祝賀会を開催した。 

   「徽音」という語は、『詩経』大雅の思斉篇のなかの句「大姒嗣徽音」に見られる。これは周の文王の妃大姒が姑の大任を慕 

  って、その美徳を良く受け継ぎ、徳音を行なったという意味である。「徽」は「美しい」、「音」は「声」を意味し、「徽音」す 

なわち「美声」は「美徳」をたとえたものである。講堂竣工の折、吉岡郷甫校長が細田剣堂教授に命名を依頼し、東伏見宮妃 

の洗筆による「徽音堂」の額が掲げられた。 

   なお本校の現在地への移転は、その当初において地元から必ずしも歓迎されたわけではなかった。とくに元の大塚窪町(現在 

  の大塚三丁目)の人びとは、「弾薬庫跡を全部民間に払い下げて住宅地にせよ」と主張して反対した。元の正門(現在の東門)の左 

右の小石川通りに面した土地で、本校校地が約十間(約二〇メートル)あとに下がった(現在は本校用地になっている)のは、現地 

住民との妥協の結果であるという。また元の東青柳町(現在の大塚二丁目五―一二番および音羽二丁目の一部)の本校校地北斜 

面(豊島岡墓地とのあいだの窪地)に面する住宅の人びとは、現在も音羽一丁目の高台(元小日向台町三丁目)にある鳩山家を動か 

して、猛烈な反対運動を展開したといわれる(堀七蔵『教員生活七十年』昭和四十九年、一七一頁参照)。これは東南方をふさ 

がれることに反対したものと思われる。 

 

 いわゆる「女高師問題」 

 

 吉岡郷甫校長来任後の昭和二年六月十七日に本校諸内規の改正が行なわれ、「職員服務規程」「校務分掌規程」などが九月十一日 

から施行された。これまで本校には生徒監が二名いて、いずれも女性の教官であった。そのうち一名は寄宿倉主任・評議員・英語 

主任などを兼ねた岡田美津教授(一八七五―一九四〇)で、明治三十一年に本校高等師範学科を卒業し、アメリカに留学したことも 

あるひとであった。ところが、今次の改正で新設の生徒課幹事に男子教授が任命されることとなり、生徒監はその指揮を受けるこ 

ととなった。新設の生徒課の事務は、これまで五十年来すべて生徒監主任の名で本校卒業者が執り行なってきて、いささかも不都 

合がなかったのに、このたび男子幹事の指揮下に置かれることとなったので、岡田教授はこれを非として生徒監辞任の意を明らか 

にした。また附属高等女学校助教諭で寄宿舎勤務を兼ねていた中山テイが突然休職となった。卒業生有志はこの事態を憂えて、七 

月十七日からしばしば吉岡校長に会見して再考を促し、また文部省の局長や次官に会って、大臣宛の陳情書を提出したりした。し 



かし事態が好転しなかったので、卒業生有志は全卒業生に檄文を発し、七月二十六日には神田の文化学院で在京卒業生有志大会を 

開き、新聞にも報道されて、この間題は学外者までまき込む問題に発展した。八月二日には本郷三丁目の帝大仏教青年会館で「女 

高師問題批判演説会」が開かれ、河崎なつ(二五三頁参照)が司会者となって、竹内茂代(のちに衆議院議員)・市川房枝(のちに参議 

院議員)・山田わか(評論家)などが、五百余名の聴衆を前に熱弁をふるった。 

 この「批判演説会」の速記や新聞・雑誌に掲載された社説・論説は、東京女子高等師範学校卒業生有志(代表者・河崎なつ)編纂 

兼発行『女高師問題の真相と批判』(昭和二年十二月)というパンフレットに収録されている。その内容は、わが国の女子教育が急 

速に進歩・発展しつつあったこの時代に、五十年にわたって女子教官の手で生徒の訓育が行なわれてきた本校において、今さらそ 

の上に男子教官である生徒課幹事を置くことは時代錯誤であって、このようなことが行なわれるのは校長の女子教育に対する無理 

解と封建的男尊女卑の思想に基づくものであり、女子の教育権を無視するものであるということであった。卒業生有志はしばしば 

文部当局に陳情したが、文部当局はその任命した校長に対する擁護と支持に終始し、九月に新規程が実施された際には、校長が生 

徒課幹事を兼ねるということで事態が収拾された。岡田美津教授の生徒監辞任はそのままで、代ってもうひとりの生徒監であった 

女子教官堀口きみこ教授(数学担当)が寄宿舎主任となり、男子教官と女子教官それぞれ一名(土屋幸正・西野みよし)が生徒監に新任 

された(林光『母親がかわれば社会がかわる――河崎なつ伝』昭和四十九年、三章参照)。 

 以上のように昭和二年の夏数か月のあいだ、卒業生有志の動きによって喚起され、さまざまに論議されたいわゆる「女高師問題」 

は、この頃より少し前に日本の中等諸学校に続発した学校紛擾のひとつというにしては規模が小さく、時期にしてもやや季節はず 

れの感がある。「女高師問題」といっても、本校卒業生の同窓会である桜蔭会はほとんど動かず、少数の卒業生有志を中心とした動 

きにとどまった。ことが男尊女卑問題というかたちで提起されたのも、本事件だけに見られるところである。その本質が何であっ 

たかを確定することは難しい。しかし、本校の社会的位置とこれを支える基盤に、何らかの変化が起きつつあったことを物語る事 

件であったことは確かである。 

 

   全国で総計二五〇余件を数える中学校、師範学校の多くをまきこんだいわゆる「学校紛擾」は、明治三十年代から四十年代 

  のはじめに集中しており、昭和に入ってからのものは珍しい。しかし、学校の管理者層と教員、生徒、卒業生の対立という図 

  式、それも、この時期以後にやって来るいわゆる「思想問題」のような性格の政治性を持つものではない点で、両者のあいだ 

  には共通性がある。もっとも、この事件に「思想問題」と地続きの政治性がまったく見られないわけでもない。「思想問題」 

  に根を持つ事件を「学校紛擾」と呼ぶ例もあり(たとえば、高桑末秀『日本学生社会運動史』昭和三十年、一五七頁)、そうだ 

  とすると、「女高師問題」事件は昭和版「学校紛擾」のひとつだったということになる。 

 

 「思想問題」の経過 

 

 明治末頃から少しずつ始まっていた日本社会の体質の転換は、昭和に入ると、もうひとつ性質の違う事件を本校の歴史のうえに 

もたらすことになった。当時「思想問題」ということばで呼ばれた学生・生徒の社会主義運動である。大正十一(一九二二)年十一 

月七日のロシア革命記念日を期して行なわれた学生連合会(略称、学連〔F.S.〕のち学生社会科学連合会、次いで全日本学生社会科 

学連合会〔S.F.S.S.〕と改称し、国際反戦連盟に加入する)の結成は、国・私立大学の学生のあいだから始まり、しだいに下降して、 

岡崎師範学校、福島女子師範学校など府県師範学校に及んでいくこの運動の本格的出発を物語る事件であった。政府はこれに対し 

て治安維持法適用(京都学連事件)まで含む対応策を講じるとともに、昭和三年十月には文部省専門学務局に学生課を新設(昭和四年 

に学生部に拡充、九年には思想局に昇格、十二年教学局に改組)し、宮立諸大学、直轄諸学校に学生・生徒主事・同主事補を置き、 

学生・生徒の取締り強化と「思想善導」に力を注ぐこととした。 

   昭和九年六月二十八日には本校でも海軍大将・軍事参議官小林躋造の「故東郷元帥に就て」という「特別講義」が行なわれ 

  た。生徒の出席率九六パーセントであったという(文部省思想局『思想調査資料』二九輯、昭和十年、四七頁)。 

 婦人の思想運動としては、大正十年四月二十四日に山川菊栄・堺真柄・伊藤野枝などにより「赤瀾会」が組織され、若干の女子 

学生がこれに参加した(その最初の会員のひとりであった東京女子高等師範学校生徒山口小静については本章第四節参照)。十五年 

一月に日本女子大学校と東京女子大学の学生有志が「婦人革命家ローザ研究会」を開き、同年十二月に女子学生社会科学連合会(女 



子学連)が結成された。女子学連は、翌昭和二年六月に再組織されたが、この時新たに加えられた中央委員二名のうちのひとりに本 

校家事科の生徒がいた。翌年一月、彼女を委員長とするオルグ会議が組織され、毎週一回の会合や研究会(テキストはレーニン『国 

家と革命』、マルクス『資本論』)を行なったと、取締りを行なった文部省側資料は記録している(文部省思想局『思想調査資料』二 

四輯、昭和九年、一一―二頁)。 

 本校の昭和三年三月十六日の臨時評議員会では、この生徒に関する件が議題となった。 

   「……ハ去ル第三学期始ヨリ欠席シ、一月始ニ一回届出アリタルノミニテ、其ノ後引続キ無届欠席ヲナシ、且ツ其ノ間居所 

ヲ屢々移シタルモ其ノ届出ヲナサズ。却テ故意ニ所在ヲ晦〔クラ〕マシタルヤト思ハルル事実アリ。其ノ後調査ノ結果、同人 

ハ一月八日ヨリ二月八日マデ小沢正元ノ宅ニ、二月八日ヨリ三月八日マデ K(東京女子大学卒業者)ノ許ニ、三月八日以後 S(本 

校卒業者ニシテ同人ノ旧師)ノ許ニ在リシコト判明セリ。同人ガ思想上多少穏健ヲ欠ク傾向アリシコトハ予テ教授ノ一部ニモ之 

ヲ看取スル者アリシガ、去ル一月以来ノ行動ニ依レバ、同人ガマルキシズム左袒シ左傾思想ヲ盲信セルコトハ明白ニシテ、尚 

同志ノ者トノ間ニ多少連絡モアルヤニ察セラルルニ至レリ。 

   以上ノ事実ニ対シ対策ヲ協議セシ結果、本人ガスデニ左傾思想家ニ誘惑セラレシ事実ハ顕著ナルモ、本人ノ思想ガ果シテ根 

  底深キモノナリヤ否ヤハ目下ノ処不明ニ付、暫ク同人ノ行動ヲ監視シ、其ノ思想ノ善導ニ努ムルコトトシ、之ガ為特ニ S 氏ニ 

  同人ノ監督ヲ依頼シ、同氏ノ許ヨリ通学セシムルコトトシ、又思想善導ノ為ニハ下田教授ヨリ私宅ニ於テ説諭ヲナスコトニ決 

  定セリ」(『評議員会記録』)。 

 評議員会は以上のような措置をとったが、前掲『思想調査資料』第二四輯(一二頁)によると、彼女ほか二名は「種々の事情によ 

り女子学連の為事を去ったので」、他の中央委員らが協議して新たなオルグ会議を組織し、東京女子大学のある学生が責任者として 

東京女子高等師範学校を担当することとなった。女子学連は男子学生・生徒たちのつくっていた学生社会科学連合会と密接な関連 

があり、学生団体内の日本共産党(大正十一年結成)フラクションとしても活動した。その関係校十五、関係生徒約九十名で、その 

うち本校生徒は四名ほどであった。昭和三年三月十五日の共産党員の全国的検挙(三・一五事件)に関連して、女子学連の指導者も 

続々検挙され、その組織は潰滅に近い状況となった。 

   三・一五事件で女子学生連盟から検挙された者のうち、起訴になった者は本校卒業生では一名だったという(高桑末秀『日 

  本学生社会運動史』前出、一五八―九頁)。 

 翌四年四月十九日の評議員会でこの生徒の処分が議題となった。 



「其ノ後同人ノ学習状況ハ比較的良ク、其ノ行動ニ於テモ亦一時不穏ト認ムベキモノナカリシガ、咋年十月ヨリ十二月マデ   

  ノ間ニ於テ両三回ニ渉リ左傾運動ニ関与セル者ヨリ本人ニ宛テ通信アリタリ。右ニ就キ生徒主事調査ヲ行ヒシ処、本人ハ左傾  

  運動者トノ関係ヲ極力否認シ、Ｓ氏亦之ヲ裏書セリ。当時警察署ニ之ガ調査ヲ依頼セシモ詳細ナル事情ハ遂ニ判明セズ。茲ニ 

  於テ疑惑ノ余地ハ依然トシテ存シタルモ事態判明セザルタメ、暫ク同人ノ動静ヲ注視スルコトトセリ。果然本年三月末同人ハ 

  休暇ヲ利用シテ郷黒ニ帰リ、四月上旬帰京ノ途次千葉県市川町ニ於ケル弟ノ寄寓ニ立寄リタル後全然行方ヲ晦〔クラマ〕シ、 

今日ニ至ルモ何等ノ消息ナシ。而シテ今回ノ行動ハ凡テ計画的ニシテ同人ノ意図ハ既ニ明白ナリ。仍〔ヨツ〕テ生徒ノ本分ヲ 

紊〔ミダ〕ル者ト認メ、同人ヲ退学ニ処スルコトニ決ス」(『評議員会記録』)。 

 

全日本学生社会科学連合会は、昭和四年十一月に日本共産青年同盟の働きかけによって内部から解体させられ、学生運動は、そ 

の後は一般の左翼大衆運動のなかに解消し組織換えされることとなった。この時期の本校関係の事件としては、六年十月に表面化 

したものとして、校内に読書会、無青(全日本無産青年同盟)、第二無新(第二無産者新聞)の新聞班、赤色救援会、自治学生会などの 

組織を非合法につくったとされる事件がある。そのメンバーのうち三名は共産青年同盟員であった。彼女たちは男子の学生自治協 

議会に出席したりして、学外活動にも従事した。取締側の史料は関係者二十三名と記録している(『思想調査資料』二四輯、前出、 

二四頁)。 

昭和六年十一月一日午後三時から「生徒ノ思想問題ニ関スル件」を議題として開かれた本校の評議員会では、「最近ニ其ノ筋ノ検 

挙ヲ受ケタル本校生徒ノ思想事件ノ経過ニ付学校長ヨリ概略ノ説明アリ。次テ評議員其ノ他ノ職員ヨリ種々ノ質問アリ。之ニ対シ 

学校長及生徒主事ヨリ答弁アリタリ。評議ノ結果左ノ通リ処分ヲ決定セリ」として、退学十名、諭旨退学七名、戒飭〔かいちょく〕 

五名の学年と氏名が記録されている(『評議員会記録』)。これは本校史上最も大量の処分であったと思われる。 

さらに昭和七年四月頃から本校で文化サークルが結成され、学生新聞『お茶の水新聞』が発行されたが、同十月非合法のものと 

して禁止された。関係者は五名であった(『思想調査資料』二四輯、前出、二二頁)。十一月十八日に開かれた評議員会は生徒三名 

の諭旨退学の処分を決定し、十二月八日の評議員会では、前回以後に判明した分として、生徒四名の停学処分を決定した。停学処 

分を受けた生徒については、「将来改悛ノ情顕著ナルトキハ停学ヲ解ク」として、その期限を決めている。 

前掲『思想調査資料』第二四輯(二三―四頁)には、本校関係として、以上のほか「一高生某と連絡して左翼新聞書籍を購読し、 

社会科学研究会を組織計画中、昭和八年二月発覚。関係者二名」、「昭和八年十二月学生新聞『木の実』が生徒下駄箱中に投入しあ 

るを発見。茲に学内に左翼組織計画中なること判明した。関係者二名」という記事がある。本校の『評議員会記録』の昭和八年十 

二月二十二日の条には、「思想問題二関スル件」として、「学校長ヨリ最近寄宿舎ニ於テ惹起シタル思想問題ニ関シ、目下調査中ニ 

属スルヲ以テ、詳細ナル事情ハ調査修了後ニ譲り度キ旨ヲ述ベテ、簡単ナル中間報告ニ止ム」という記事があるが、同記録にはそ 

の後これについてなんらの記事も見出されない。昭和初期の本校生徒関係のいわゆる「思想問題」に関する事件について、文部省 

の史料や本校の記録に見出されるものは以上のとおりである(なお本章第四節も参照されたい)。 

 

この当時特有のかたちをとって現われた「思想問題」は、今日なお不明の部分が多い。その理由のひとつは、当時の政治風 

土のもとでは当然のことながら、事件の処理が秘密裏に進められ、関係した生徒たちのその後の証言も、なお得られておらず、 

行方不明のままになっている者も多いという実情からきている。処分は同級同室の友人たちにも知らされないまま行なわれ、 

関係生徒がある日突然姿を消すだけというものだったといわれる。今日、若干の証言が集められているが、それによると、な 

かには、『思想調査資料』の述べるような政治的意図もなしに、知的好奇心やヒューマニズムからこの運動に関係することに 

なった者、あるいは、その自覚すらはっきりないままの者も見られるという状況であった。退学後歩んだ道もいろいろであっ 

たらしい。昭和七年十月、卒業を前にして退学となり、無産託児所の保母となった塩谷アイ(昭和三年文科入学)が第二次大戦 

後に亡くなった時、集ってきた女高師時代の友人は、「あの当時、左翼に関心や興味を持っていて、そういう本を抱えて歩く 

人は何人もいた。研究会も盛んであったが、やはり本ものと偽ものがいて、すぐだめになってしまう人の多い中で塩谷さんは 

実に本ものだった」と語り、また、「じゃがいものようにぶこつで目立たず、黙々と勉強した人〔だった〕」とも述べている(塩 

谷アイ小伝刊行会『塩谷アイと保育運動』昭和五十五年、一五頁)。 

 



「女子師範大学」問題の発生と消滅 

 

第一次世界大戦中の大正六年九月二十一日、内閣に官制・臨時教育会議が設けられ、明治初年以来のわが国教育制度について検 

討を加え、八年にかけその拡充についての多くの答申を行なった。この年十二月、大学令・高等学校令が公布され、高等教育機関 

の創設および拡張に関する文部省案が発表された。高等学校・専門学校が新設され、各帝国大学の学部の増設が行なわれた。翌七 

年公布の大学令によって、官立のほかに公私立の大学、総合大学のほかに単科大学の設立がはじめて認められることになった。こ 

うして十五年までに、わが国の大学は、これまでの五帝国大学のほかに、官立大学七、公立大学四、私立大学二十二を数えるよう 

になった。 

このようにして高等学校または大学予科から大学へ進学する道が大幅に拡大された。しかし、高等学校令では、高等学校は「男 

子ノ高等普通教育ヲ完成スル」機関とされ、高等学校を経て大学へ進学する道は女性に対して閉ざされていた。これよりさきの大 

正二年九月に東北帝国大学理科大学は東京女子高等師範学校助教授黒田チカ、同校授業嘱託牧田らく(一八八八―一九七七、明治四 

十四年理科卒、のちに金山姓となる)ほか一名の入学を許して、女子のためにはじめて大学を開放し、同大学評議会は翌大正三年の 

教育調査会特別委員会に対する答申中に、「男女共学不可なし」の一項を入れた。その後同大学には吉田武子(一八九一―一九六四、 

大正三年理科卒)が学んだ。そのほか七年九月には北海道帝国大学、十一年に同志社大学、十四年に九州帝国大学の法文学部と農学 

部が女子の入学を許し、女子の聴講生を認める大学もしだいに増えたが、これらはいずれも高等学校を経て進学した者ではなかっ 

た。前述の臨時教育会議は女子教育についても諮問を受けたが、この間題については「特ニ女子ノ為ニスル大学ノ制度ヲ立ツルガ 

如キハ未ダ其ノ時期ニアラズト認ム」と答申した。その後、前述のように、明治末期から全国に数を増してきていた女子専門学校 

の大学昇格運動や、専門教育において男女共学を要望する運動など、女子高等教育促進の運動が民間でさまざまなかたちで展開さ 

れた。その急先鋒のひとつであった『週刊婦女新聞』の大正十四年五月三日号は「女子の学修権」と題する論説を掲げ、「生存権」 

のひとつとして「学修権」を人びとが生来持つことは今日万人の認めるところであるが、この時「男であるが故にそれが与えられ、 

女であるが故にそれが与へられぬといふ如き、不公平不正義があってはならぬ」と論じている。しかし、政府は臨時教育会議の答 

申を背景に、これに対して消極的な態度をとり続けた。 

臨時教育会議は大正七年七月、師範教育の改善についても答申を行なったが、そのなかに高等師範学校における専攻科を常設と 

すべき旨の一項が含まれていた。この専攻科は、これよりさき明治四十四年四月に、文部省令により東京高等師範学校に設置され、 

修業年限二年で一科または数科を深く専攻させるものとされていた。しかし実際には、修身漢文部を一回、英語部を一回設けただ 

けであった。大正七年からは修身教育部が常設された。臨時教育会議の廃止後、文部大臣の諮問機関として大正十年七月に新設さ 

れた教育評議会は、十一年二月、この専攻科を発展させて、東京および広島に文理科を内容とする単科大学を設置すべきことを答 

申した。その開設は震災などのため延期され、昭和四年四月になってようやく実現した。そしてその入学資格者のうちには女子高 

等師範学校の文・理・家事科の卒業者も含まれるとされたのである。これで共学大学が開学し、本校生徒の大学進学の途が大きく 

開かれてきたかに見える。ところが、本校を含む女子高等師範学校の家事科卒業者にとっては、文理科大学ではその専門の学科を 

さらに深く研究する途がなく、また文科、理科の卒業生の場合でも、男子が中心の文理科大学に進むには障害が多いために少数に 

なってくるなどの理由で、ここに女子師範大学の設置を要望する声が高まってくることになった。 

 

昭和四年四月に東京文理科大学が開設された際の入学者のうちには、五名の本校卒業者が含まれていた。その後同大学を卒 

業して、東京女子高等師範学校またはお茶の水女子大学の専任教官となった人びとのうちには、以下のような人びとが含まれ 

ていた。赤木志津子(国史、大正十年文科卒)、湯浅年子(物理、昭和六年理科卒)、関根慶子(国語国文、昭和六年文科卒)、阿武 

喜美子(化学、昭和七年理科卒)。 

 

さて大正十一年二月十五日に、沢柳政太郎(元文部次官、東北・京都帝国大学総長)、野口援太郎(元姫路師範学校長)などの率いる 

半官半民教育団体の帝国教育会は、東京で女子高等教育促進大会を開き、女子にすべての高等教育機関、とくに美術学校・外国語 

学校・医学専門学校・高等商業学校などを開放するとともに、女子の高等学校および大学を創設し、かっ現在の大学をも女子に開 

放すべきであると決議した。翌十二年六月十六、十七日には帝国教育会内の師範教育改造同盟の大会が東京で開かれ、「女子高等師 



範学校を改造して師範大学とすること」という決議案を採択した。七月三十日の桜蔭会総会はこの問題を取り上げ、佐保会(奈良女 

子高等師範学校同窓会)と提携・協力して運動を展開することとし、パンフレットを作成して新聞社や貴・衆両院議員に配布した。 

このような運動が起る基盤には、同時代の女子中等・高等教育の発達があった。 

 

大正後半から昭和はじめの頃は、明治三十年代の専門学校令公布期に続く第二の女子専門学校増設期である。専門学校クラ 

スの女子の学校は文部省統計によれば、大正六年から十五年までの十年間に、生徒数は医学、歯科学、技芸などを中心に七倍 

に増えている。その多くは私立校であったが、十二年には、第二次大戦後全国最初の公立女子大学となる県立福岡女子専門学 

校が誕生している。すでに早く専門学校になっており、大学としての抱負を持つ日本女子大学校・東京女子大学・女子英学塾 

などでも、法令上正規の大学へ昇格するため熱心に準備を進めていた。 

 

昭和二年五月九日、本校同窓会の桜蔭会は十五名から成る母校昇格準備委員会を選出し、さらに多数の地方委員を選定して、全 

国的に運動を展開することとなった。七月三十一日の桜蔭会総会は「最近官公私立女子専門学校程度の学校の創立を見、又逐年高 

等女学校及び女子師範学校に高等科・専攻科の増設を見るに至りたるは甚だ喜ぶべき現象なるが、しかも此等の学校に於て多数の 

女子高等教員を切要〔ママ〕するにも拘らず、此等女子有資格教員を養成する機関一もあるなし。こは女子教養上実に憂慮すべき 

一大問題なり。我等は、女子教育の常道より女子の特性を完成する点に於て、女子の高等教員を必要とする故を以て、当局が速や 

かに女子高等師範学校を改造昇格せしめて、女子師範大学とせられんことを切望す」という声明書を可決し、「女子高等教育に従事 

する教員養成機関として、女子高等師範学校を昇格せしめて女子師範大学を設置するを以て目的とすること」という「申し合はせ」 

を行なった。同年十一月二十六日に開かれた母校昇格準備委員総会の声明書では、「我等の母校は明治八年開校以来、実に女子教育 

の最高学府、女子教員の最高養成機関として、名実相負〔そむ〕かず多年よく其の使命を果たして来たが、星霜五十余年、其の間 

高等師範となり、分科制となり、更に多少の進境を見たるも、猶一般時勢の進運に伴はず、今日にては僅かに中等女教員養成の機 

関たるに過ぎなくなった」と述べている(以上、『六十年史』二一六―七頁、および『桜蔭会史』前出、五四〇頁)。 

昭和五年五月、前述の師範教育改造同盟が強化され、帝国教育会など十団体が師範教育会改善促進連盟を組織すると、桜蔭会は、 

斯波安を代表委員として送った。同連盟は、師範学校を専門学校程度とすること、東京と広島の文理科大学を師範大学と改めるこ 

と、東京と奈良の女子高等師範学校を女子師範大学とすること、などを要望した。 

昭和六年八月、時の文部大臣田中隆三が学制改革案を発表したが、これはかなり大規模なものであった。一、小学校を国民学校 

と改める。二、現在の高等小学校と中等諸学校をすべて高等学校とし、現在の高等学校を廃止して大学予科とする。三、師範学校 

は新設の高等学校卒業を入学資格とし、修業年限は三年、二年制高等学校(現在の高等小学校)卒業者のため修業年限二年の予科を 

設ける。四、現在の高等師範学校・文理科大学を廃止して、中等教員たる者は必ず中等教員養成所を経ることとする。 

この案によると、高等師範学校と文理科大学が合併されて、男女共学の師範大学が設立され、女子高等師範学校は現制のままと 

いうことであったので、桜蔭会は大いに驚いて、さっそく猛運動を開始した。その主旨は、現制の四年では、新制の師範学校三年 

とわずか一年の差があるだけで、女子師範学校や女子高等学校(現制の高等女学校)の教員を養成するには不十分であり、たとえ新 

師範大学が男女共学というかたちで成立しても、大学側は必ずしも女子の入学を望まない、また、育英の事業は女子の天分に最も 

適したものであるから、女子高等師範学校をぜひとも女子師範大学に昇格させ、その予科を附設すべきである、というものであっ 

た。 

昭和六年十二月に犬養内閣が成立して、鳩山一郎が文部大臣に任命されると、かねてから問題となっていた師範教育制度の改革 

を取り上げた。文部省のこの改革案は、師範学校の入学資格を中等学校卒業とし、修業年限は三年とすること、現在の文理科大学 

と高等師範学校を合併して師範大学とし、その入学資格は、高等学校卒業者、再編成後の師範学校卒業者(男子)、女子高等師範学 

校卒業者(この文部省案に対して向けられた師範教育制度調査委員会修正案では、女子師範学校卒業者も入学資格者とする、となっ 

ている)とすること、女子高等師範学校に家政専攻科を設けて、家事科関係の学科目について精深な程度に学習させること(同前修 

正案では、文・理・家事科とも一か年の専攻科)、などを内容としていた。これに対して本校は、九年二月教職員一同の名で、文部 

当局および有志に対して、「一、教員養成機関ハ男女均等ナルベシ。二、男女共学ノ途ヲ以テ女子教員ノ養成ヲ完成スル能ハズ」の 

二項からなる原案反対、女子師範大学の特設が必要との「決議文」を配布した。その共学反対論拠は、「吾人固より大学教育ノ一切 



ニ於テ男女ノ共学ヲ否認スルモノニアラズ。然シ教員ノ養成ニ関シテハ、女子ヲシテ将来女教員タルノ特質ヲ十分発揮セシムルタ 

メニ、女子独自ノ教員養成機関ヲ設置スルノ必要ヲ確信スルモノナリ」というもので、なぜならば、「我が国女子教育現下ノ主眼点」 

たる「日本女徳ノ啓発陶冶」に当り得る女教員は、「共学大学」のなかからは育ち得ようもないからであるというのであった(決議 

文の全体は『六十年史』に所載されている)。一方、桜蔭会の方も、八年秋に師範教育調査委員会を設置して、文部省の師範教育制 

度改正案は、教員養成機関について男女の機会均等を必ずしも保証しないものとして、これに反対し、文・理・家政・体育の四学 

部から成る女子師範大学の設置を要望した。しかしながら、文部省はこれらの反対論に対し、女子のみの大学を設置するためには 

大学令を改正しなければならないこと、またこれを認めれば、女子の高等学校(旧制)を設けなければならず、影響するところ頗る 

複雑で、時期尚早であること、女子にこの種の高等教育を施すのは職業婦人を増やし、家族制度破壊を導くと考える者も多く、女 

子師範大学は家政科を中心とすべきであるが、家政科は学問としての体系をなし得るや否やは疑問であるとの説も多いこと、など 

の理由をあげて、女子師範大学の設置を認めようとはしなかった(『六十年史』による)。 

この家族制度破壊云々との反対理由は古くから官民双方にあった考えで、この論法を煮つめると、たとえ高等教育でも普通 

教育なら問題はない、女子の社会的労働への参加を前提においている職業専門教育がいけないということになってくる。大正 

期に、帝国大学の女子への門戸開放が少しずつ始まっていた頃に文部当局が示した、「時期の問題よりも、高等職業教育を施す 

事が適当なりや否やが問題」であり、したがって文科や理科なら「よかろう、工科農科法科などは然問題外」とする見解(『婦 

女新聞』大正八年四月十八日)はそのひとつである。どのような事態が来ようとも家族制度を支える力になる「日本女徳ノ啓発 

陶冶」のためにこそ「共学師範大学」のほかに「女子師範大学」が不可欠であるという、前述の本校側の単独昇格の主張は、 

文部省筋にあったこの論法をふまえた巧妙な論法だったといわねばならない。 

また家政科の学問としての云々という論法もきわめて根の深いものであり、同じことが、第二次大戦後の本校昇格に際して 

もふたたび問題になる(詳細は、第四章参照のこと)。 

なお、前記のような男女別学というかたちでの女子の大学・高等教育実現の運動に対して、他方には、同期間中を通じて、 

もうひとつ別系統の運動が続けられていた。大正二年の東北帝国大学での女子学生受け入れ以来の伝統を引き継ぐ男女共学運 

動の一翼としての、大学の女子への開放運動である。昭和八年五月開催の全国高等女学校長会議では、女子高等教育促進のた 

めに男女共学を広く認めるべきとの決議が行なわれ、また、全国高等師範学校長会議では、中等学校、高等学校の共学は不可 

だが、大学、小学校、専門学校などは可であるとされた。翌九年には、日本、法政、明治、中央、早稲田、東洋、立教など二 

十四の私立大学連合会が共学の陣情書を文部大臣宛に提出している。このような同時代の男女共学運動を推進したグループの 

ひとつに、昭和七年四月第一回会合を開いた男女共学問題研究会(男女共学研究会とも記されている)がある。この会の発起人 

は、野口援太郎(前出)、安井てつ(前出)、福島四郎(『婦女新聞』主筆)ら、同時期の新学校や婦人運動のリーダーたちであった 

が、のち、このメンバーのひとりとして活躍する者に本校出身の小泉郁子(後出)がいる。 

 

文部省のこの師範教育制度改正案、とくに師範大学設置案には反対する者があった。その理由は、いわゆる「師範気質」を打破 

すべしという主張にもあるとおり、教育精神の涵養は師範系統の学校に限るべきではない、ということであった。この改正案は、 

内閣がしばしば更迭して文部大臣も次々に交代したため、結局立ち消えとなった。 

ところが、昭和十二年十二月に内閣総理大臣の諮問機関として教育審議会が設けられたが、その答申に「女子ニ関シテ女子高等 

学校ノ制ヲ認メ、其ノ内容等ハ大体ニ於テ男子高等学校ニ準ズルコト」、また「大学令ニ依ル女子大学ヲ創設シ、女子ニ対シ大学教 

育ヲ受クルノ途ヲ開クコト。女子大学ニ家政ニ関スル学科ヲ置クヲ得シムルコト」という項目が出てきた。この後者の大学に関す 

る答申がなされたのは昭和十五年九月十九日であるが、その前、同年一月二十六日における同審議会の整理委員会においては、以 

上のほか、男女共学を認めること、女子中等教員は女子大学の出身者を採用すること、早急に官立の女子専門学校を設置すること、 

などが審議決定された。 

本学女性文化資料館所蔵の『官制改革に関する資料 昭和十八―二十年』と題する綴に、「聴取事項に対する意見書 東京女子高 

等師範学校提出」と題する文書が収められている。同書は、教育審議会が「中等教育の向上発展を図る為」にその教員を大学卒業 

を建前とする旨を答申した点をとらえて「中等学校教員養成大学の設置」の必要を訴えている。そのうえで「女子」だけの「師範 

大学」設置の必要と共学反対を説く論法は、前記の昭和九年二月付本校教「特設」大学が好ましい。しかも、需要が高まっている 



女子教育の女教員養成には、わが国の女子教育の本旨からいって「婦徳の涵養、母性の長養」に最大の重点をおくほとんど「異種 

の学校」が必要であるから、この「特設」大学は共学では不向きであり、大学令改正は不可避だというのである。同綴には「松浦 

委員」(教育審議会委員だった松浦鎮次郎。松浦は、審議会で、男・女師範大学を帝国大学と同格の大学とする見解に反対して別種 

の大学案を主張した。九州帝国大学総長、文部大臣などを歴任)作成の「女子大学令」が「参考」資料として収められている。その 

全文は以下のごとくである。 

 

「第一条 大学ニシテ女子ノミヲ収容スルモノハ之ヲ女子大学トス 

 第二条 女子大学ノ学部ハ文学部及理学部トス 

 第三条 女子大学ニ入学スルコトヲ得ル者ハ当該大学予科ヲ修了シタル者、 

高等女学校高等科ヲ卒リタル者又ハ文部大臣ノ定ムル所ニ依リ之ト同 

等以上ノ学力アリト認メラレタル者トス 

 第四条 女子大学ニハ特別ノ必要アル場舎ニ於テ予科ヲ置クコトヲ得 

予科ニ於テハ高等女学校高等科ノ程度ニ依リ高等普通教育ヲ為スベシ 

 第五条 予科ノ修業年限ハ三年トス 

予科ニ入学スルコトヲ得ル者ハ修叢年限五年ノ高等女学校ヲ卒リタ 

ル者又ハ文部大臣ノ定ムル所ニ依リ之ト同等以上ノ学力アリト認メラレタル者トス 

第六条 予科ノ設備、編制、教員及教科書ニ付テハ高等女学校高等科ニ関スル規定ヲ準用ス 

第七条 女子大学ニ関シテハ本令ノ規定アル場合ノ外大学令ノ規定ニ依ル」 

 

以上のようにして、長年にわたって本校教職員や桜蔭会員はじめ本校関係者がひとかたならぬ努力を払ってきた官立女子大学設 

立に「曙光」が見え、実現に向って大きく前進したが、時すでに戦時中で、時局は急速に緊迫の度を加え、女子大学の法制化は第 

二次大戦後の全面的な教育制度改革を待つこととなったのである。 

 

第三節 戦時の東京女子高等師範学校 

 

昭和二年・四年の学科課程改正 

 

昭和六(一九三一)年九月十八日に満州事変が起り、日本は急速に戦時体制に入っていく。十二年には中国での宣戦布告なき戦争 

が始まり、十六年十二月八日には、米、英、蘭に対し宣戦布告がなされ、わが国は第二次世界大戦に突入することになる。以来二 

十年八月十五日のポツダム宣言受諾と天皇の終戦詔勅公布の日に至るまで、学校教育を含め国民生活のすべては戦争目的の遂行の 

ために動員された。戦争目的として自由主義および社会主義の排撃と「日本精神」を中核に置く「東亜新秩序の建設」が掲げられ 

たので、学校教育の分野でもそういう方向での「教学刷新」と「戦時教育」体制づくりが進められた。前世紀の後半期にその基礎 

部分を定型化していた日本の学校教育制度は、これによって重大な改変を受けることになった。本校ももちろんその例外ではない。 

まず、この戦時に入る前後の頃、本校で行なわれた学科課程の改正を見ておこう。 

昭和二年九月十一日に本校規則改正があり、理科の選修制がいっそう強められた。この選修制のことについては後述する(二〇五 

―六頁)。そのほか各科の学科目の細目に若干の変更が行なわれた。文・理・家事科共通の修身の細目が「教育ニ関スル勅語 戊申 

詔書及国民精神作興ニ関スル詔書ノ述義 実践倫理 倫理学大意 国民道徳ノ特質 道徳思想史 日本ノ法制及経済ノ大意 作

法」 

となった。文科の歴史、地理では、「本邦史」「本邦地誌」がそれぞれ「日本史」「日本地誌」となり、体操では「遊戯」が「遊戯及 

競技」となった。理科では、数学の細目に「初等解析幾何」「初等微分積分」「数学雑論」が、植物に「遺伝」がそれぞれ加えられ、 

動物からは「進化論大意」が除かれた。また家事科では「図画及手芸」が分立して「図画」「手芸」の二学科目となった点などが主 

たるものであった。 



昭和四年九月十四日、ふたたび本校規則改正があり、この改正で、選修制が各科に拡大された。また各科目の細目にも若干の手 

直しが行なわれた。修身の細目に「修養論」が加えられた。文科の国語からは「言語学大意」が除かれ、「文学概論」「国語学概論」 

「言語学概論」が加えられた。二年に改正があったばかりの理科の数学の細目にある「初等解析幾何」「初等微分積分」は、それぞ 

れ「解析幾何」「微分積分」に改められた。また、この改正で、家事科家事の細目は「繊維及織物 衣類整理法 食物及栄養 料理 

法 住居 養老 育児 看護 家事経済 家計簿記 家事概論」とされた。 

 

戦時の学科課程改正と体育科の新設 

 

昭和十二年五月省令第二三号により女子高等師範学校規程に改正が加えられ、本校に体育科が新設された。この頃の小学校をは 

じめ中等諸学校における体育重視の一般的傾向と密接に関連するものであった。こうして本校における学科の基本的編成は、これ 

までの文・理・家事科のほかに新しく体育科が加えられ、女子中等教育における体育および音楽の教員の養成が本格的に行なわれ 

るようになったのである。新設体育科の学科課程は表Ⅲ・１４、表Ⅲ・15 のとおりである。 

同年六月に体育科の生徒募集が行なわれ、募集人員はおよそ三十名であったが、選抜試験の結果、実際に入学したのは二十一名 

で、昭和十六年三月に第一回の卒業生が出た。 

昭和十六年の五月にも本校規則改正があったが、これは小規模なものであった。文科、体育科は従前どおりであり、理科、家事 

科の細目に若干の変更があったにとどまる。 

 

師範教育令改正と家政科および各学科課程の改正 

 

昭和十六年、知育偏重是正や科学技術水準の引き上げなど、複雑に交叉する戦時の要求をうけて実現をみた国民学校令の公布(小 

学校令の廃止)は、本校も含む上位階梯の諸学校の在り方にも関連を持つものであった。そのひとつとして、十八年三月八日、師範 

教育令が改正されると、省令第七号「高等師範学校及女子高等師範学校規程」によって、東京高等師範学校に「文科、理科、体育 

科及芸能科ノ学科」を、広島高等師範学校に「文科及理科ノ学科」を、奈良女子高等師範学校に「文科、理科及家政科ノ学科」を 

置くのに対して、本校には「文科、理科、家政科及体育科ノ学科」が置かれる(第二条)ことになった(同年四月一日より施行)。 

このたびの改正の主眼は、高等師範学校規程と女子高等師範学校規程をひとつにして、中等普通教育の教員の養成に関する規程 

としてこれを統一しようとするところにあった。また、この新規程によって、本校体育科はその存在を再確認されるとともに、そ 

の家事科を家政科と改称することになったのである。新規程に基づいて本校は規則改正を行なった。新しい「東京女子高等師範学 

校規則」第一章第一条は、「本校ハ皇国ノ道ニ則リテ高等女学校教員タルベキ者ノ錬成ヲ為シ兼テ普通教育及保育ヲ行ヒ其方法ヲ研 

究スルヲ以テ目的トス」と目的を規定し、第二条で「学科ヲ分チテ文科、理科、家政科及体育科トス」としている。同規則の掲げ 

る新学科課程は表Ⅲ・１６から表Ⅲ・１９のとおりである。 

同規則はこの学科課程のほかに、本校教育課程に置くものとして「修練」をあげ、「修練ハ学科目ト共ニ之ヲ修練セシム」(第一 

九条)、「修練、全校組織、学年別組織、学級別組織、新班別組織並ニ寮舎組織ニ依リ之ヲ行フ」(第二一条)と規定した。すなわち修 

練は、戦時教育体制下で本校の教育課程に現われた一種の教科外教育活動である。また、この改正で全学科の共通必修科目として 

武道と教練が課せられることになった。 

前述のように省令第七号「高等師範学校及女子高等師範学校規程」は、本校を文・理・家政・体育の四学科としたのに対して、 

東京高等師範学校は、文・理・体育・芸能の四学科とした。このことに関連して、その後、本校体育科の内部に分化の動きが出て 

くるので、ここでその過程を整理しておこう。昭和十八年の新規則は、上記のように「体育科ノ教科目」のなかに教練、武道など 

と並べて音楽理論、声楽、器楽、音楽史、和声学、美学などを入れていた。これらの細目は、すでに、十二年体育科成立の時から 

見られるところであり、本校体育科の目的が女子の体育の研究と教育であるとの立場からきたものであろう。しかし、これは、少 

し見方を変えると、体育科のなかに、狭義の体育のほかに音楽コースを含んでいるものとの感じを与える。この点が、東京高等師 

範学校の学科が「体育科及芸能科」となっていたこととの関連で問題になってくる。前掲綴『官制改革に関する資料 昭和十八年 

―二十年』に『本校規則改正要綱案』(年月不明、謄写版刷り)と題するものがあり、そこには、「体育科ノ組織ヲ変更シテ体錬科ト 



芸能科ノ二学科トナス」とあり、前者の授業科目には狭義の体育系のものを、後者のそれには音楽系のものを分割して並べている。 

また『学科改正案』と題するものも見られるが、ここにも「本科ノ学科ヲ分チテ文科、理科、家政科、体育科、芸能科トス」とあ 

る。 

しかし、この五学科制は案のままにとどまり、日の目を見なかったらしい。昭和十九年二月一日調の本校「現在生徒数及学級数 

調」(前掲綴所収)には体育科とあるのみで芸能科の欄はない。二十年一月十一日起案の本校入学候補者一覧にも、芸能科の欄は見 

られない。二十一年五月四日起草の同一覧に、はじめて体育科{体音と出ており(『昭和二十年起教官会議録』)、この二十一年度から、 

本校体育科の内部に体・音選修というかたちで、五学科制が姿を見せはじめたと解してよいということになるだろう。 

 

昭和十九年学科課程改正と教職員数 

 

昭和十九年一月、文部省から、本校の定員増加を主たる目的とする官制改革案が公布された。それは、理科および家政科の学級 

増加を主眼とするものであり、教官などの増員も行なわれた。この時、増級のあった理科および家政科で、若干の学科課程細目の 

改正があったが、それは従来のものを大幅に変更するものではなかった。 

なお、この戦時下末期頃の教職員定員と現員の状況は、表Ⅲ・２０のごとくである。 

 

日本文化講義その他 

 

前節で述べたように、大正末期から昭和初年にかけて、日本全国の学生のあいだで社会主義運動が盛んになり、昭和六年には、 

学生の思想事件三九五件、処分者九九一人を数えた(文部省『学制百年史 資料編』昭和四十七年、六〇〇頁)。文部省や学校当局 

はいわゆる「思想問題」に対する対策について頭を悩まし、講演会などで「思想善導」を図った。 

本校では昭和九年六月の小林海軍大将の「特別講義」に続いて、九月十二日にはアメリカの評論家コールマン女史の講演(題未詳) 

があり、十月十三日からは本校および文部省の共同主催で十一月十七日まで毎週二回、十回にわたり本校徽音堂で「母の講座」が 

開かれたが、その内容の詳しいことはわからない。翌十年五月に文学博士中村孝也の「楠公精神と臣道の精華」、十一月にジョセフ・ 

ワレン・メーソンの「神道の創造的精神」と題する講演があった。十一年七月には、文部省思想局長から帝国大学総長・官立大学 

長・直轄諸学校長・公私立大学高等専門学校長宛に、日本文化講義実施に関する通牒が発せられている(文部省思想局『思想時報』 

五、昭和十一年)。本校では十二月に文学博士松本徳明の「ナチス独逸の現状と日本精神」、十二年一月には文学博士久松潜一の「国 

文学と日本的性格」と題する講演があった。この一月末から二月末まで、毎週ニ回、十回にわたってふたたび「母の講座」が開設 

された。四月二十六日には盲聾啞三重苦の聖女として有名なヘレン・ケラー(Helen Adams Keller)の講演が行なわれた。 

 この昭和十二年四月三十日に文部省はさらに直轄諸学校における「日本文化講義要綱」を定め、五月三十一日には文部省編『国 

体の本義』が刊行されて、諸学校に配布された。七月二十一日、文部省の外局として教学局が設置され、八月二十四日には国民精 

神総動員運動が始まった。文部省のこのような措置に基づいて、本校でも表Ⅲ・21 のような「日本文化講義」が行なわれた。 

 昭和十四年五月二十二日には「青少年学徒ニ賜ハリタル勅語」が出され、文部省はその「聖旨奉戴」を訓令した。本校では六月 

二十七日の評議員会で「聖旨奉答ニ関スル具体案」が決定され、毎年五月二十二日および毎学期始業式の際に、この直後の奉読を 

行ない、毎月二十二日を反省日として「質実剛健ナル校風ノ振励」に努めることとなった。後述のように集団勤労作業が強化され、 

十五年九月十七日には文部大臣が高等専門諸学校に「学校報国団」を組織すべきことを指示した。こうして「時局」の重圧は学校 

教育のうえにますます重くのしかかってきた。 

 

以上のほかこの時代の講演としては、昭和十三年十一月に四回にわたって文学博士宇野円空の「宗教講座」が、各科四年生 

および家事裁縫科(第六臨時教員養成所)の生徒に対して開講され、十四年十一月にも各学科四年生に対して同じ講師による「宗 

教講座」が開講された。以上のようにしていわゆる「日本精神」と「時局認識」を中心とする「思想善導」が行なわれたので 

ある。 

 



東京特設中等教員養成所・東京女子臨時教員養成所の設置 

 

昭和十四年七月十五日、軍事保護院は文部省と協力して、戦没軍人・軍属の遺族(未亡人)のうち中等学校女教員を志す者のため 

に特設教員養成所を開設することとし、本校に東京特設中等教員養成所が併設された。修業年限二年の同所家事裁縫科の試験に合 

格して、九月十一日に入学した第一回生は三十二名で、十六年七月に修了した。十五年四月に入学した第二回生以後は「裁縫科」 

で、第七回生が二十二年三月に修了するまで存続した(『東京特設中等教員養成所一覧』および『桜蔭会名簿』昭和四十九年、巻末 

の付表(四)、参照)。 

一方、明治三十九年に本校内に設置された第六臨時教員養成所の方は、すでに述べたように昭和十四年三月には最終的に廃止さ 

れていた(九〇頁)。しかし中等学校の増設や学級増加、男子教員の応召・転職などにより教員に不足をきたしたので、文部省は昭 

和十五年から東京・広島などに臨時教員養成所を新設した。十六年三月六日には本校に東京女子臨時教員養成所が設けられ、家事 

体操科を置くことになり、四月一日に三十名の入学許可式を行なった。十七年二月十二日には理科(物象科)が増設された。修業年 

眼は三年であったが、半年繰り上げられ、家事体操科一回生二十九名が十八年九月、第二回生二十九名が十九年九月、第三回生二 

十八名が二十年九月、理科第一回生二十八名が十九年九月、第二回生二十七名が二十年九月、第三回生二十九名が二十二年三月、 

第四回生三十名が二十三年三月に、それぞれ卒業した。家事体操科は十九年四月から家政科と体錬科に分かれ、前者の卒業者が二 

十二年三月に三十一名、二十三年三月に二十八名、後者の卒業者が二十二年三月に二十二名、二十三年三月に七名出ている(『東京 

女子臨時教員養成所一覧』および『桜蔭会名簿』前出、巻末の付表(五)、参照)。 



集団勤労作業から学徒勤労動員へ 

 

昭和十三年四月一日には国家総動員法が公布され、五月五日から施行された。六月九日に文部省は集団的勤労作業運動実施に関 

して通達を発した。これはナチス政権下のドイツにおいて青少年の勤労奉仕を義務づけた「アルバイト・ディーンスト」 

(Arbeitsdienst)の制度から示唆を得て、実践的な勤労教育という考え方に基づき、夏期休暇の始期・終期、その他適当な時期に、 

中等学校低学年は三日、その他は五日を標準とし、農事・家事の作業、清掃・修理、防空施設や軍用品に関する簡易な奉仕作業な 

どを行なうというものであった。 

本校では昭和十三年六月二十四日の評議員会に「集団勤労作業実施ニ関スル件」が付議され、七月十日から十四日まで五日間、 

および九月十日は一日だけ、実施されることとなった。七月の作業は、約五百名の生徒が寄宿舎に泊りこんで、軍用品に関する簡 

易な奉仕作業のうち、夏物病衣千枚を縫うこと、合宿のための炊事、および豊島岡御墓所(護国寺東隣の皇族墓地)の清掃で、九月 

十日には本校校舎・校庭の清掃を行ない、教職員一〇八名もこれに参加して、それぞれの役割を分担した。 

昭和十四年三月に文部省は中等学校以上に対し、集団勤労作業を「漸次恒久化」し、学校の休業時だけでなく随時これを行ない、

正課に準じて取り扱うことを指示した。さらに六月十日には、夏期休暇を学生・生徒の心身鍛練に当て、集団勤労作業などを行な 

うよう通達した。本校では、六月十五日午後二時より校庭の大掃除を行ない、七月十二日から十六日までおよび九月八日から十日 

まで集団勤労作業を行なったが、その内容については記録が残っていない。十二月十三日には青年団員・学徒・生徒の木炭増産勤

労報国運動実施に関する件について、十五年四月二日には学生・生徒および青年団員などの集団勤労作業による飼料資源開発事業

実施に関して、それぞれ通達が発せられた。本校では、三月二十日に宮城外苑整備事業奉公隊の奉仕に各科三年生が参加するとい

うことが、『校報』に記載されているのみである。この年夏期の勤労作業は七月六日から五日間の予定で行なわれたようである。七

月十六日には「学生生徒・青年団員及工場労務者等ノ集団勤労作業ニ依ル食糧増産施設実施ニ関スル件」が通達され、十六年二月

八日には文部省が「青少年学徒食糧飼料等増産運動実施要項」を通達し、「国策ニ協力セシムル実践的教育」として、「一年ヲ通ジ 

三十日以内ノ日数ハ授業ヲ廃シ」て作業に当てることができ、その日数・時数は授業したものと認めることとした。 

このような通達に基づいて本校で具体的にどのようなことが行なわれたかは、記録がないので不明である。本校の『評議員会記 

録』も昭和十五年十月十一日を最後として残っていないし、本校の『校報』も同年五月十一日付の第五二五号を最後として、その 

後のものがない。二十年八月の敗戦後、連合軍が占領のため進駐してくるに際し、文部省の指令により戦争協力についての記録・ 

書類を処分したといわれ、このため戦争中、また敗戦直後の混乱した時期については不明の点が多いのである。したがって、当時 

の勤労作業や勤労動員について正確な全貌を把握することは不可能であるが、当時本校生徒として在校した人びとの座談会の記録 

や談話によって、断片的に知ることができる。たとえば、十八年夏には、文科および体育科の三年生のうち東京在住者が青山の連 

隊区司令部に行って、書類の仕分けを手伝ったりした。この頃理科三年生および四年生は精工舎へ、二年生は大蔵省印刷局へ行っ 

て、後者の場合にはフィリピンで使用する軍票を数えたりした。十八年末から十九年はじめの冬には、文科三年生が立川の少年飛 

行隊の入隊試験の採点を手伝ったりした。十九年春頃になると戦局がしだいに苛烈になって、学徒戦時動員体制が確立され、「集団 

勤労作業」は「学徒勤労動員」へと移行する。 

昭和十六年十月十六日、大学学部、専門学校などの在学年限または修業年限の臨時短縮に関する省令が公布された。同日、文部 

省は十六年度に卒業すべき者については卒業を三か月繰り上げる省令を、同年十一月一日および十七年十一月二十五日には、大学 

予科、高等学校も加えて、十七年度および十八年度に卒業すべき者について六か月短縮する旨の省令を公布した。これに基づいて 

本校では、十六年十二月二十四日に第五十三回、十七年九月三十日に第五十四回、十八年九月二十七日に第五十五回の卒業証書授 

与式が挙行された。十六年十二月八日、第二次世界大戦に突入すると、翌十七年一月九日には「国民勤労報国協力令施行細則」に 

基づく学徒動員命令が出された。戦争拡大に伴って多くの者が軍に動員され、産業界の労働力供給源が減少する一方となり、学徒 

が労働力として注目されることになってきたのである。十九年一月十八日には「緊急学徒勤労動員方策要綱」が閣議決定され、二 

月二十五日にはさらに閣議で「決戦非常措置要綱」が決定された。これに基づいて三月七日には「学徒動員実施要綱」が決定され、 

中等学校以上の学徒が通年動員されることとなった。同三十一日には学校種別学徒動員基準が文部省から通達され、全国の学徒は 

四月半ば頃から、校舎に別れを告げて軍需工場に動員されていった。 

この学徒動員の政策は、全国の学生・生徒に男女一律に行なわれたのではなく、労働力資源の温存と家族制度保持という国家政 



策を前提にふまえて、女子学生には次のような留意がなされていた。昭和十九年、政府の地方長官・学校長宛通牒「工場事業場ニ 

対スル派遣教職員ノ勤務ニ関スル件」には、「出動教職員執務要領」のひとつに「女子学徒ニ関スル事項」がある。 

「我ガ国ノ家族制度並ニ女子生徒ノ特性ト民族母性タルノ資質ヲ強化セシムルタメ特ニ左記事項ニ留意スルコト 

一 女子生徒ノ生理的事情ニ留意ノ上常ニ身心ノ状況ヲ観察シ健康保持ニ格段ノ配慮ヲナスコト 

二 女子生徒ノ容儀態度ニ付テハ特ニ留意シ作業場ノ内外ニ於ケル風紀ニ万遺憾ナカラシムルコト 

……〔以下略〕…」 

また、やはり本校に関係のある学徒動員実施上の特例事項として、附属学校で行なわれていた英才教育関係児童・生徒除外とい 

う指令も記しておかなくてはならない。昭和二十年四月五日付で、本校校長宛に文部省科学局長・文部省国民教育局長から左記の 

ような書類が届けられ、附属学校主事に回された(庶第三八三号、『昭和二十年度書類綴』所収)。 

「昭和二十年一月以来貴校附属中学校〔本校には該当しない〕及国民学校ニ於テ実施中ノ特別科学教育ニ関シテハ、昭和二 

十年度ニ於テモ之ヲ継続実施スルコトニ決定致シ居ル次第ニ付、当該学級ノ生徒児童ハ学徒動員等ヨリ之ヲ除外シ、本教育実 

施ノ目的達成上遺憾ナキヲ期セラレ度此段及内報」 

本校では、十九年三月の春休みに文科一年生などが藤倉電線へ動員されて、電線を巻き取る作業などを行ない、指をはさまれた 

り、指紋がなくなるほど働いたりした者もいたということである。理科三年生などは凸版印刷へ動員されて紙をそろえる作業をし 

たり、安立電気でハンダ付けをしたりした。同年四月からは一部授業もあったが、夏から秋にかけては、各科の三・四年生は兵器 

補給廠へ、二年生は東京第一陸軍造兵廠へ動員された。 

教育実習のかたわら板橋の兵器補給廠に動員された四年生は、無線機の梱包など力仕事をやらされたが、身体検査で体が弱いと 

判定された者は、別の仕事を割り当てられた。 

三年生は六月から兵器補給廠に動員されたため定期試験がなくなった。銃の台を整えたり、銃の出し入れをしたり、油だらけに 

なって銃をふいたり、員数を数えたりして、雑炊の食事で体力が弱っているところへ重労働を課せられ、たいへんな目に遭ったよ 

うである。軍の将校が何か注文があればいえというので、誰かがたいへんだと一言いったら、そんなことでは日本の将来はどうな 

るかと、こっぴどく叱られたという(お茶の水女子大学資料室編『終戦時卒業者座談会』昭和四十七年)。女子学生に力仕事は無理 

だという配慮が出てきて、十九年秋には文科と家政科の三年生は深川の陸軍糧秣廠に廻され、謄写版刷りなどの事務的な仕事を行 

なうこととなった。前述の男女差に基づく特例事項の具体化のひとつであろう。二十年三月九、十日の大空襲で江東地区が全滅し 

たのちは、糧秣廠が浦和へ移転し、寄宿舎生も浦和の神社や埼玉師範学校女子部の寮に入って、糧秣廠に通ったり、農耕作業に従 

事したりした。動員中も時々教官が来訪して集中講義があった。これらの生徒は浦和で終戦発表の日を迎えた。理科三年生五十三 

名は十九年十月一日から本校において海軍水路部の指導のもとに計算などの作業に従事した。同日から二十年七月四日に至る『海 

軍水路部(於学校)日誌』二冊(一部後掲、禰二三〇頁以下)が残っている。この水路部の作業も残務を残して六月十三日に一応終了し、 

二十二日に上野を出発して群馬県へ疎開し、農事動員に参加することとなった。 

十九年八月十二日から板橋の東京第一陸軍造兵廠へ動員された各科の二年生一二六名は、身体検査ののち、十五日から七区隊に 

分かれて作業に従事した。古い色あせたノートに記された『東京第一陸軍造兵廠動員日誌』によると、生徒たちは若い女性の身で 

旋盤やボール盤を使って銃弾その他の兵器の生産に全力を傾けた。この作業は二十年五月末に寄宿舎が焼けるまで続き、焼け出さ 

れてからは、附属高等女学校の教室にむしろを敷いて一時寝泊りしたのち、六月に群馬県へ疎開した。疎開先は前橋市の北方およ 

び東方、赤城山西南麓の勢多郡横野村・北橘村・南橘村・富士見村・芳賀村・木瀬村駒形などの農村地帯であった。 

昭和二十年二月、前年四月に入学した文科一年生および体育科一年生のほか、家政科と体育科の三年生および東京女子臨時教員 

養成所の家事体操科二年生、家政科と体錬科の一年生、さらに保育実習科一年生を加えて、総勢二百名に動員令が下った。行先は 

名古屋の築港地帯にあった愛知航空株式会社で、海軍に属する特攻機を製造していた。二月下旬のある朝東京駅を出た列車は、途 

中空襲警報のたびに停車して夜遅く熱田駅に着き、生徒たちは地下道のコンクリートの壁に背をもたせかけて寝た。名古屋市港区 

稲永新田の兵舎に荷をおろさぬうちに空襲警報が鳴って、壕に飛び込んだりした。生徒は事務と現場に分かれて仕事に従事した。 

現場では、飛行機の翼にドリルで穴をあけて部品をとり付けたりした。この動員中の悲しい出来事は、付添教官であった松平定光 

講師(一九一○―四五)が急性肺炎で逝去したことであった。この松平講師は元桑名藩主松平家の出身で、漢文の授業を担当してい 

た。空襲が激しくなって、七月末にはこの工場も名古屋東方の瀬戸へ疎開することとなり、八月十一日に瀬戸へ移って宝泉寺に宿 



泊した。地下工場を造るため、掘り下げた地面の上に屋根を組み立てて、その上に土を運び上げて苗木を植え付けた。本校の生徒 

たちは、山に入って松の苗木を掘り起し、これを運んで植え込む仕事をした。こうして八月十五日を迎え、アメリカ軍が上陸する 

前にそれぞれ郷里へ引きあげることとなり、駅から東西へ分かれた(東京女高師文科昭和二十三年卒業生『卒業二十年記念文集』昭 

和四十三年)。 

昭和二十年四月に入学するはずであった各科生徒は、二月に入学試験合格通知を受けたのちも、空襲下の東京に出ることなく、 

それぞれの出身校の動員に参加したりしていたが、七月になって、八月一日までに長野県南佐久郡中込町(現在は佐久市)字北中込 

の当時「皇国第一三五九号工場」と呼ばれた津上製作所に集合するよう連絡を受けた。東京女子臨時教員養成所の生徒をも含めた 

各科の新入生が、七月末、全国から困難な交通事情を克服して中込に集まり、八月一日に同製作所の講堂のような建物で入学式が 

挙行された。保育実習科生も中込に疎開していた。工場での作業は行なわれず、午前・午後交代で授業と農作業があり、十五日の 

戦争終結の発表後それぞれ帰郷したが、十二月に上京し、板橋区仲町の大山寮に入り、授業が再開された。 

なお東京特設中等教員養成所の生徒は、二十年六月から長野県小県〔ちいさがた〕郡中塩田村(現在は上田市内)に疎開していた。 

そこは当時の生徒主事倉沢剛の郷里でもあった。二年生は八木沢の法輪寺、一年生は舞田の法樹院に宿泊して、東京から交代で出 

張した本校家事科の教官の授業を受け、時には農作業を手伝ったり、託児所の世話をしたりした。戦争終結後も引き続き滞在して、 

二年生三十名(第六回生)は二十一年三月にここで修了し、一年生十六名(第七回生)はその後東京に戻って、二十二年三月に修了した。 

この特設中等教員養成所の生徒たちは、いずれも戦没軍人・軍属の未亡人たちであったこともあって、地元の人びとの手厚い扱い

を受け、修了後は全国各地の中等諸学校の家事科や裁縫の教員となって活動した。 

 

如蘭報国会・特設防護団・碧素工場 

 

昭和十五年九月、文部大臣は高等専門諸学校に「学校報国団」を組織すべきことを指示した。本校では前述のように明治二十六 

年から教職員と生徒のあいだの懇親組織として「如蘭会」が存在し、昭和六年から会誌『如蘭』を発行して、会員の論説、随筆、 

詩歌、それに会各部の活動報告などを載せていた(九三頁)。ところが戦時下に入ると、これを改組して「如蘭報国会」とすること 

となり、昭和十六年一月に「東京女子高等師範学校如蘭報国会規則」が定められた。それによると、本会は東京女子高等師範学校 

の職員・生徒をもってこれを組織し、東京特設中等教員養成所の職員・生徒はこれを本校の職員・生徒とみなす。本会に総務・鍛 

練・国防・文化・生活の五部を置き、総務部は企画・指導・経理に当り、鍛練部に弓道・薙刀・水泳・スキー・陸上競技・庭球・ 

卓球・籠球・排球・旅行・志賀高原体錬の十一班、文化部に学芸・書道・絵画・謡曲・茶道・華道・音楽の七班、生活部に風紀・ 

衛生・購買の三班を置き、学校長が会長となり、副会長・部長・理事・班長・事務委員は職員をもってこれに当て、幹事および委 

員は生徒をもってこれに当てることとしたが、これらの役職はすべて会長の任命制であった。 

 如蘭報国会の各部のうち国防部については、特設防護団の規程のうち職員・生徒に関する部分を準用することとなっていた。そ 

こで昭和十六年一月一日、「東京女子高等師範学校ニ於ケル防空及非常変災ニ処スル」(規程第一条)ため、「東京女子高等師範学校 

特設防護団規程」が定められた。この特設防護団は本校職員・生徒および附属高等女学校生徒をもって編成するとされ、学校長が 

団長となり、副団長二名・本校部長・各付属校園部長(各付属校園主事)・参与二名(生徒主事・教務課幹事)を本部員とし、本校・付 

属校園の各部に伝令・防火・搬出・防毒・救護・避難誘導などの班が置かれ、ここに団長―部長―班長―という上からの指揮系統 

が明確に規定された。本部付きとして御真影・勅語・令旨奉安係が置かれ、庶務主任がその係長となり、庶務・会計・伝令・監視・ 

警備の各係も置かれた。 

 こうして時局が切迫するとともに、各学校においても軍事的な組織が設けられることとなった。昭和十六年八月八日に学校単位 

で学校報国隊を編成するよう訓令が出され、奈良女子高等師範学校では、九月十七日に報国隊の結成式が行なわれたという(『奈良 

女子大学六十年史』昭和四十五年、一〇四頁)。本校では「報国隊」という名称ではなかったが、上述の「特設防護団」が防空訓練 

や空襲の際に大きな働きをなしたのであった。十七年十月十一日付の大塚警察署長からの「特設防護団組織等調査ノ件」に対する 

回答書によると、全人員二、五一○名・団員数一、七九五名となっている(団員数が全人員より少ないのは、附属国民学校・幼稚園 

の児童・園児が除かれていたからであろう)。設備資材としては、ポンプ七台・防毒面一六七個・防空兜一〇二個・火バタキ一○○ 

個・防空用水桶五十三個等々が記載されている。 



昭和十八年後半に南太平洋ソロモン群島方面などで戦況が急迫し、米濠軍の反撃が開始されるとともに、東京でも防空訓練がし 

ばしば行なわれ、十一月十六日には大塚警察署長から、「地窖」(穴蔵)を設置して空襲警報発令時に衣料・食糧などを収納するよう 

通達が来ている。十九年十一月四日になると、「目前に迫る敵襲に備へて」と題する文書が大塚警察署から各特設防護団に発せられ 

ている。こうして二十年四、五月のアメリカ空軍の空襲による戦災を迎えることとなるのである。 

戦争中本校ではペニシリンの研究が行なわれ、生産工場が開設されていた。一九四三(昭和十八)年十一月末から十二月はじめの 

カイロ会談・テヘラン会談終了後、イギリス首相チャーチル(Winston Churchill)がアフリカのチュニスで肺炎にかかり、ぺニシリ 

ンのおかげで命拾いしたことは有名な話で、当時日本の新聞にも報道されたが、その直後、牛込区河田町(現在新宿区市谷河田町) 

の陸軍軍医学校でペニシリン研究委員会が設けられ、翌年研究が開始され、本校の植物学担当の大槻虎男教授もこれに参加した。 

ペニシリンの和名が募集され、碧〔へき〕素と呼ばれることとなった。これをつくるカビを敵国のイギリスやアメリカから手に入 

れることはできないので、参加者がそれぞれの研究室に保存していたアオカビを試験したが、容易に得られない。牛乳で培養した 

アオカビＰ１から碧素を作ることができるとわかったが、十九年七月に各研究室の結果を委員会に持ち寄った際にも、薬品化には程 

遠い状態であった。大槻教授の多年の研究題目であった蒟蒻〔こんにゃく〕に蛹〔さなぎ〕の汁を加えてＰ１に与えると、高単位の 

碧素ができて、薬品化の見込みがついた。聞き伝えて諸方から注文があり、これで一命をとり止めた人も何人かいた。 

二十年三月に本校理科第二学年の生物選修の生徒十九名に勤労動員の命令が下り、二十日に植物講義室で碧素工場の開所式が行 

なわれた。研究助手や生徒に碧素生産の訓練が行なわれたが、空襲により東京が焦土と化することが予想されたので、長野県南佐 

久郡平賀村(前述の中込町の東隣)の明治乳業の工場が疎開先に選ばれた。実験設備が梱包され、専用貨車に積み込まれ、渋谷駅に 

あった時、二十年五月二十五日から二十六日にかけての大空襲に遭遇したが、幸運にも焼失を免れ、六月中旬に平賀村の工場に着 

いた。生徒たちもこちらに移動したが、大槻教授は自宅を焼かれてから研究室に泊り込み、発熱・病臥したため、七月十六日にな 

ってようやく平賀に着いた。千曲川に近い太田部公会堂が動員学徒の宿舎に当てられたが、食糧不足と病人の発生に苦しみ、また 

工場の電気容量が少ないためしばしばヒューズが切れたりした。その後どうにか整備が進み、ペニシリンができかかったところで、 

八月十五日を迎えた。校長から生徒を父母のもとに返すよう指令が来たため、三々五々引きあげさせ、大槻教授は碧素生産を続け 

るため助手や家族とともに平賀に居残り、二十一年二月二十三日になって東京へ引きあげた(『お茶の水女子大学附属図書館月報』 

昭和四十三年五・六月号掲載の大槻虎男「女高師碧素工場顚末」による)。 

この昭和十九年頃になると、食糧獲得のため桑畑が次々とつぶされて、日本の重要産業のひとつであった繊維資源も涸渇の状態 

になった。しかし絹は落下傘を作るために絶対必要だったので、軍部はエリ蚕(樗蚕または神蚕)という発育の速い蚕に着目し、そ 

の飼育実験が本校の被服材料担当滝田さた教授に依頼された。蚕とその餌である樗(しんじゅ、和名はニワウルシ)の苗木が届けら 

れ、苗木はただちに校内に植えられた。この実験は、その後教官も生徒も動員されてしまったので発展しなかったが、苗木だけは 

成長を続け、焼けもしないで現在に至っている。現在の本学西門を入リグランドへ通じる坂道の右側の塀に沿って立つ四本の大木 

が、その樗である(吉松藤子「定年教官の挨拶」『学園だより』二二号、昭和五十七年)。 

文部省科学局は、昭和十九年一月付で「研究動員下における研究課題決定に関する件」を決定して関連各学校にこれを示し、本 

校にもこれが寄せられた。それは「大学その他の科学研究機関に於ける研究力を最高度に集中発揮せしめ以て科学の飛躍的向上を 

図り戦力増強に資する」ことをねらったものであった。前述のような戦争末期の諸研究は、おそらく、このような通達と関連を持

つものであろう。 

 

選修制の発展 

 

明治四十三年の規則改正で、文・理・技芸科をそれぞれ第一部と第二部に分けたが、大正三年の規則改正で文科と理科の部別が 

廃止され、選修学科目が設けられたこと、また大正八年の規則改正で、家事科における部別もなくなり、各科における選修制が強 

化されたことについては、前に述べた(一三九頁)。 

昭和二年九月十一日に本校規則が改正され、また「本校規則施行細則」が定められて、理科における選修制がいっそう強化され 

た。すなわち第三学年の三学期および第四学年の一・二学期に、「数学(八)及物理(三)」「物理(八)及数学(三)」「物理(八)及化学(三)」 

「化学(八)及物理(三)」「植物(八)及動物(三)」「動物(八)及植物(三)」(カッコ内は毎週教授時数)という六つの選修学科目が設けられ 



て、生徒にそのひとつを選択履修させることとなったのである。そして施行細則において、理科三年生は、その選択した選修学科 

目を、二学期の指定期間内に学科主任を経て教務課に届け出ることと定められた。この新しい選修制は、この時の理科三年生すな 

わち昭和四年三月卒業の理科生徒から適用された。 

昭和四年二月二十日にさらに本校規則が改正されて、文・理・家事の各科とも第三・四学年における選修制がいっそう明確に規 

定され、四月一日から施行された。すなわち文科では、「国語(四)(六)」(必修以外に第三学年四時間と第四学年一・二学期六時間の 

意。以下の数字は同様の毎週教授時数を表わす)、「歴史(二)(三)及地理(二)(三)」のいずれかを選修させ、第三・四学年の「英語(一)」 

(必修の三時間以外の一時間の意)は随意科目となった。理科では、「数学(六)(十三)」「物理(二)(七)及化学(三)(六)」「植物(三)(七)及動 

物(三)(六)」のいずれかを選修させ、「物理及化学」を選修する者に対しては、第三学年の「鉱物及地質(一)」を必修させ、第三・四 

学年の「英語(一)」は文科と同様随意科目となった。家事科では、「家事(四)(五)」「裁縫(四)(五)」のいずれかを選修させ、「英語(一)」 

については文・理科と同様であった。なお施行細則においては、生徒の選修学科目は「生徒ノ志望順位及当該科目ノ学業成績ト教 

授上ノ都合トヲ考量シテ」これを定めること、二年生はその選修学科目の志望順位を定めて、三学期の指定期間内に教務課に届け 

出ることとなった。 

さらに昭和十三年に本校規則とその施行細則が改正されて、いずれも八月一日から施行された。この改正により、文・理・家事 

の各科における毎週教授時数の表が、それぞれ選修学科目によって、文科の場合は、「国語」「歴史及地理」の二つに、理科の場合 

は、「数学及物理」「物理及化学」「植物及動物」の三つに、家事科の場合は、「家事」「裁縫」の二つに明確に分けられた。こうなる 

と、各科が事実上二つまたは三つの専門分科に分けられるような形になってきたわけである。なお文科の場合にのみ第四学年の「英 

語(一)」が随意科目となった。また十二年度に新設された体育科の場合には、第二・三・四学年に「増課科目」が設けられ、外国 

語その他を増課・選修させることとなった。 

昭和十八年にさらに本校規則が大幅に改正された。これまで文科では、第三学年以後に「国語」と「歴史及地理」を選修学科目 

としていたが、これ以後は、学年を指定せず、国語漢文・歴史・地理・書道・外国語を選修学科目とすることとなった。そして毎 

週教授時数の表は、「国語漢文選修」「歴史地理選修」の二つに分けられたが、第一・二学年の各学科目の毎週教授時数は両者共通 

で、第三学年以後それぞれの選修に分かれることとなった。なお第三・四学年の外国語が英語・独語いずれか(体育科は独語のみ) 

を選修させることとなったのは、第二次大戦下の日独同盟という国際関係の影響によるものであろう。理科では、数学・物象・生 

物・外国語・工作が選修学科目となり、毎週教授時数の表は、「数学選修」「物象選修」「生物選修」の三つに分けられ、それぞれの 

選修によって各学科目の毎週教授時数が第一学年から異なっていた。すなわち理科の場合にのみ、第一学年からそれぞれの選修に 

分けられていたのである。なお第三・四学年の外国語については、文科の場合と同様であった。家政科では、育児・保健・被服を 

選修学科目とし、毎週教授時数の表は、「育児保健選修」「被服選修」の二つに分けられたが、第一・二学年の各学科目の毎週教授 

時数は両者共通で、第三学年以後それぞれの選修に分かれるようになったことは、文科の場合と同様であった。なお家政科の場合 

は、外国語が選修学科目のうちに入っていない。体育科では、以前と同様、選修に分けられることなく、増課科目も共通の教授時 

数表のうちに繰り入れられた。ただし、個人教授が毎学年二回から四回、夏期に水泳、冬期に雪滑(スキー)が課せられた。 

昭和十九年一月、小規模の規則改正があり、理科および家政科の学級増が行なわれるとともに、各選修にわたって若干の学科改 

定があったことについては、先に述べた。数学選修の場合の学科課程表を一例として表Ⅲ・２２にあげておこう。十八年のもの(表 

Ⅲ・１６―１９)と比べてみると、数学九時間の細目に、各学年にわたって「演習」が新しく加わった点だけが違っている。 

前述のように、東京女子高等師範学校末期に「選修」というかたちで、専門が分化する傾向がいくつかの段階を経てますます明 

確になり、戦後の教育改革によって発足したお茶の水女子大学の各学部・学科の萌芽と見なし得るようなものが、本校の内部にい 

っそう確かなかたちで姿を現わしてくることになったのである。 

 

本校の戦災 

 

ミクロネシアのマリアナ諸島にあるアメリカ空軍基地からの爆撃機Ｂ２９による東京空襲は、昭和十九年十一月二十四日に始ま 

り、二十年三月九日夜半から十日未明にかけての大空襲では、Ｂ２９約三百機が東京の下町を中心として約二千トンの焼夷弾を落 

し、焼失家屋約二十五万戸、死者約八万、負傷者四―十万、家を失う者約百万という大損害を受けた。四月十三日夜半から十四日 



未明にかけては、Ｂ２９約一六〇機が小石川造兵廠(場所は現在の後楽園遊園地のあるところ)を中心として、北は豊島・荒川・王 

子、 南は四谷・牛込・麹町方面を襲い、十五日夜半の二百機による京浜地区空襲と合せて、約二十二万戸を焼き、死者は三、

三〇 

〇〇人ほどであった。四月十三―十四日の空襲により、本校では、現在附属中学校のあるところにあった第二寄宿舎、同校体育館 

のあるあたりに位置していた集会所(嚶鳴舎)、および官舎三棟(現在跡見学園に隣接して本学職員の宿舎があるところに所在した) 

を焼失した。第二寄宿舎の東隣にあった桜蔭会館と作楽会館も焼失した。この時の記録として、本学の女性文化資料館に「東京女 

子高等師範学校」という名称の入った赤い縦罫の用紙に記入された筆者未詳の詳しい記録があるので、次にこれを転載する(読み易 

くするため句読点を補い、誤字を訂正したりした)。 

「四月十三日 

二十二時三十五分警戒警報発令ト同時ニ、宿直員並ニ生徒ハ夫々部署ニツク。就中岡村事務官、細井書記、御真影等ノ警護 

ニ当ル。敵一機南方洋上ヨリ帝都ニ来襲等ノ情報アリ。同四十五分頃空襲警報発令、敵数編隊帝都上空ニ波状来襲ト云フヨリ 

モ、ムシロ連続的ニ来襲シ、爆弾並ニ焼夷弾ヲ諸所ニ投弾。最初本校前面ニ二ヶ所、両側ニ各一ヶ所ノ火災ヲ認ム。間モナク、 

火災箇所急激ニ増加シ、ホヾ本校ヲ包囲スルノ状態トナレリ。空襲警報発令後約一時間後停電、ラヂオヲ通ジテノ情報全ク断 

絶、火災愈々本校ニ接近ス。コトニ桜蔭会館〔現在の附属中学校玄関より北門のあたりにかけて建っていた〕附近ノ隣ヨリノ 

火焰、及ビ附属高等女学校及ビ国民学校〔小学校〕雨天体操場方面ノ火焰ハ猛烈ヲ極メ、木造校舎ノ延焼ノ公算頗ル大ナルヲ 

感ズ。女学校教職員一同ハ同校体操場方面ノ延焼防止ニ全力ヲ集中シ、ヨクコレヲ防止セリ。 

十四日〔午前〕二時頃本校四周ニ投下シタル爆弾及ビ焼夷弾投下位置ノ近接スルト共ニ、火焰ハ愈々本校ヲナメ尽サントス 

ル形勢ニ陥ル。避難大衆ハ本校正門ヨリ雪崩レ込ム。本校職員ノ一部ハコレヲ整理シテ、概ネ本校校舎後ノ旧テニスコート及 

ビソノ附近ニ収容ス。某警官鈴木〔貫太郎〕総理大臣閣下ノ安否ヲ尋ネ来ル。偶々飯本〔信之〕(本校特設防護団副団長)等本 

校校舎屋上ニテ監視中、油脂焼夷弾多数主トシテ桜蔭会館上並ニソノ隣接附属高等女学校同窓会作楽会館上ニ落下、尚第二寄 

宿舎及生徒集会所嚶鳴舎及ビ其附近ニ多数落下セリ。ヨッテ団員ハ直チニ該方面ノ消火ニ当ル。嚶鳴舎一個及ビ第二寄宿舎ニ 

二個投下セルモノハ、塩野直道氏〔焼け出されて一時嚶鳴舎に住んでいた文部省職員〕、本校生徒ノ協力ニヨリ直チニ之レヲ消 

火シタルモ、桜蔭会館ニ落下シタルモノハ其ノ個数大ナル為遂ニ力及バズ、折柄ノ烈風ニ煽ラレテ愈々火勢熾烈ヲ極ム。他方 

国民学校校庭ノミニテモ二十八個、幼稚園方面ニ四個、高女体操場ニ三個、其他諸処ニ火柱ヲ見タルモ、大事ニ至ルコトナク 

全部之等ヲ消火セリ。又女学校弓道場前ノ路上ニ焼夷弾包装殻一個発見(飯本)。間モナク桜蔭会館及ビ作楽会館ハ火焰ニ包マ 

レ、第二寄宿舎ニ延焼セントス。江本〔ヨシ〕生徒主事(本校特設防護団第二分団長)ハ専ラ第一寄宿舎ノ防衛指揮ニ当ル。東 

京高師防空補助員約五名及ビ第一寄宿舎ヨリノ増援隊ニテ極力防火ニツトメ、焼夷弾落下後約一時間ノ敢闘ニテ、第二寄宿舎 

ヘ延焼ヲヨク阻止シアリタルモ、不幸ポンプニ故障生ジタル為意ノ如クナラズ、ヤガテ官設ポンプ馳セツケ来タルモ遂三延焼 

シ、第二寄宿舎二棟及ビ嚶鳴舎ハ猛火ニ包マルルニ至ル。本校防火班員ハ、官設ポンプ到着後ハ、一隊ハ之レニ協カシ、一隊 

ハ専ラ体育館ヘノ延焼及ビ幼稚園方面ヘノ延焼防止ニ全力ヲ集中セリ。火ノ子雨下セル中ヲ、附属高女体操場ハ主トシテ同職 

員ニテ鎮火、国民学校雨天体操場ハ官設ポンプノ尽力ニヨリ幸ニ事無キヲノ得タリ。コノ間熾烈ナル空襲下ニアッテモ待避ス 

ルコトナク、本校生徒ノ活躍ハ真ニ涙グマシキモノアリタルモ、作楽会館卜第二寄宿舎ノ距離アマリニモ近接セシ為、並ニ折 

カラノ烈風ニヨリ、第二寄宿舎及ビ嚶鳴舎ヲ空シク灰燼ニ帰セシメタルハ、返ス返スモ遺憾ナリ。消失時刻ハ概ネ四時半頃ナ 

リ。尚本校官舎三棟全焼、七時半頃寄宿舎生徒応接室ニテ同家族〔焼失官舎に住んでいた岡村幸次郎事務官(現在の事務局長に 

当る)・細井専庶務課主任(現在の庶務課長に当る)・金井真八郎会計掛主任(現在の会計課長に当る)の家族の意か〕ニ給食、本 

校職員戸倉〔ハル〕・山田・徳田〔進〕・石山〔平作〕等ノ罹災報告ニ接ス。戦災中飯本教授其ノ他ノ本部宿直員ハシバシバ屋 

上ニテ情勢ヲ監視シ、以テ避難誘導ノ方向ヲ判断スル上ニ誤リナカラシメタリ。焼失セル第二寄宿舎ニハ倉沢〔剛〕教授・天 

井〔陸三〕教諭ノ二氏宿泊シ居タルモ、生徒ハ在舎セズ。尚夜明ケト共ニ、高女玄関前本校寄リノ地点ニ、時限爆弾或ハ不発 

弾ラシキモノ落下セル形勢アリシ為、警防団ノ指揮ニヨリ、危害防止上、現地ニ赤旗ヲ立ツル等、災害防止ノ応急処置ヲ採ル。 

本空襲ニヨリ本校校舎ノ一部ヲ焼失セシモ、団員一同良ク協力シテ任務ヲ遂行ス。殊ニ岡村事務官・細井書記(御真影・勅語・ 

令旨奉安係長)ハ自己ノ官舎猛火ニ包マレタルヲモ顧ミズ、取然其ノ任務ニ尽瘁シ、他ノ団員ヲシテヨク防火ニ全力ヲ傾注セシ 

メタルヲ喜ブ。午前七時半頃余燼猶諸所ニ見エ、空ヲ覆フ黒雲ヲ透シテ赤色ノ太陽ヲ望ミ、光景陰惨ヲ極ム。」 



四月十三日から十六日の東京空襲に続いて、五月二十四日未明にはＢ２９約二五〇機が東京西部を襲い、翌二十五日の夜には、 

ふたたびＢ２９約二五〇機が山の手方面を中心として焼夷弾十万個以上を投下した。この空襲により本校では、現在の音楽教室、 

学生会館、その前の広場および学内寮のある丘の上にあった第一寄宿舎を焼失した。この時の記録を続けて転載する。 

「五月二十五日 

(一)  午後十時警戒警報発令、宿直員及生徒ハソレゾレ部署ニツク。細井・倉沢・松本〔千代栄〕・大山〔栄治〕・天井ソレゾ 

レ出勤ス。 

(二)  十時三十分頃空襲警報発令、間モナク敵機Ｂ２９、三千米乃至四干米ノ高度ニテ右往左往〔ママ〕ニ襲来シ、学校周囲 

ニモ焼夷弾ヲ落下セルモ、学校構内及学校附近ニハ火災ヲ発セズシテ、敵主力ハ東方又ハ北方ニ脱去ス。ソノ間撃墜セラ 

ルル敵数機ヲ認ム。 

(三)  主力去ッテ暫クノ後、後続敵機本校上空ヲ通過スルモノ次第ニ多クナリ、十二時頃大ナル音響ト共ニ本館〔現在の家政 

学部本館〕正面玄関上ノ国旗掲揚台ト本館幹事室・事務室ノ前、更ニ国民学校正面玄関脇トニ、同時ニ大型焼夷弾落下シ 

本館正面並ニ屋上、国民学校正面窓壁一面ニ発火ス。倉沢教授・松本教諭指揮ノ下ニ、生徒防火班敢闘シテ、漸ク消火ス 

ルコトヲ得タリ。コノ間細井書記ハ御真影ヲ奉戴シテ正面玄関前ノ本部ニ来ル後、校長室ニ奉安シテ、細井書記警備ニ当 

ル。 

(四) 本館正面ニ焼夷弾落下、消火後間モナク附属幼稚園物置附近並ニ構外ノ加藤邸発火シ、ソノ火勢猛烈ニシテ、幼稚園危 

  険ナルヲ以テ教官並ニ学校班ハ全力ヲ挙ゲテ延焼防火ニ努メ、寄宿舎班亦応援シ来リ、幸ニ幼稚園物置ニ延焼セヌ中ニ、 

大塚消防隊ポンプ一台来リ、幼稚園物物置モ国民学校体錬教室モ無事ナリ。 

(五) 本校校門〔現在の東門〕前ノ窪町〔現在の大塚三丁目〕・文理科大学〔のちの東京教育大学〕。跡見高等女学校〔跡見学 

園〕等ヨリ盛ニ発火、火勢頗ル強烈、国民学校体錬教室並ニ附属高等女学校体錬教室等風下トナリ、火ノ子ノ飛来頗ル甚 

ダシク、大塚消防隊ポンプハ窪町ノ消火ニ努ム。生徒隊ハ電車側〔当時市内電車が通っていた現在の東門前。道路の意か〕 

ニテ延焼防止ニ努ム。更ニコノ間大山書記、生徒隊十名ヲ指揮シテ貞秀寮〔大塚仲町三六番地(現在の大塚四丁目四六番) 

の松平子爵邸を昭和十九年七月より借用した東京特設中等教員養成所の寄宿舎〕ノ防火ニ応援ス。 

(六) 二十六日午前三時頃風向変化シ、早稲田・江戸川方面ノ火ハ小日向台町ニ上リ、東京高等師範学校附属中学校〔現在の 

  筑波大学附属中学校・高等学校〕ニ延焼シタルヲ以テ、学校班ヲ挙ゲテ寄宿舎ノ防火ニ当ラシメ、江本生徒主事・石田〔は 

る〕主事補・松平〔友子〕講師・倉沢幹事等ヨク生徒隊ヲ指揮シテ極力延焼防止ニ努力セルモ、〔高等師範学校〕附属中学 

ノ火ハ失明軍人寮〔現在の文京区立第七中学校のところに所在〕ニ延焼シ、三時四十分頃寄宿舎屋上ニ飛火シ、生徒隊ニ 

テハ如何トモスルコト能ハズ、大塚消防隊ポンプ僅カ一台ニテ鎮火ニ力ムルモ亦及バズ、四時第一寄宿舎全寮火ノ海トナ 

ル。誠ニ遺憾至極ナリ。セメテ体育館並ビニ別館ニ延焼スルコトヲ防止スルタメ、全職員並ビニ生徒隊挙ゲテコノ方ニ当 

ル。幸ニ大塚消防隊ポンプ二台ニテ活動、寄宿舎ノ鎮火四時三十分、体育館並ビニ別館総テ無事ナリ。 

(七) 御真影等ハ寄宿舎ノ危険トナリタル頃、再ビ本校正面玄関前ニ細井書記奉安シ、寄宿舎ノ鎮火ト共ニ奉安所ニ奉安ス。 

(八) 五時学校班及寄宿舎班ヲ悉ク正面玄関ニ整列点呼シ、本校教室ニテ取敢ヘズ休養セシム。 

理科四年能見ゆかり、宿寄舎ヨリ避難ノ際階段ヨリ墜落シ、胸部ヲ打撲セルヲ以テ、松本教諭・細井書記及生徒隊ニテ大 

塚病院ノ診療ヲ受ク。ソノ他ニ負傷等ノコトナシ。煙ノタメ若干眼ヲ痛メタル者アリ。 

(九) 宿寄舎ハ全焼セルモ、幸ニ炊事場ハ敢闘シテ残シタルヲ以テ、炊出シヲナスコトヲ得タリ。ナホ機関室ノ倉庫内発火セ 

  ルモ、江本主事・石田主事補・松平講師指揮ノモトニ消火ニツトメ、多少ノ損害アリタルモ、大体ハ無事ナルヲ得タリ。 

(十) 文部省柴沼体育局長、幼稚園玄関前ニ避難、建築課員根本氏等モ避難シ来ル。 

(十一) 教官宿直   堀〔七蔵〕教授 宮本〔九一郎)教授 

 事務宿直   稲枝〔豊彦〕書記 田中〔平五〕嘱託 

寄宿舎宿直 江本主事 石田主事補 松平講師 加藤・深谷嘱託 

防空補助員 倉沢教授天井教諭 

参加者      細井書記 松本教諭 岡村事務官 前田〔のゑ〕・大岩〔金〕両教諭 大山〔栄治〕書記 

門衛・小使若干名 



生徒隊     寄宿舎班約一二〇名 学校班約六十五名 

(十二) 昭和二十年六月二十六日、大塚警察署長ヨリ、本校特設防護団ノ挺身敢闘ニ対シ、表彰〔状〕ヲ授与セラル。」 

 

戦時体制の解除 

 

寄宿舎は焼失し、動員中の生徒たちは埼玉県や群馬県に疎開して農耕に従事したり、愛知県の瀬戸で地下工場の建設を手伝った 

りしているうちに、八月十五日を迎えた。一年生は長野県の疎開先でようやく入学式を終えたばかりであった。多くの教職員は家 

を焼かれて、焼け残ったコンクリートの校舎内に寝泊りしたり、動員先や疎開先の生徒に付き添ったりしていた。こうして全国の 

学校はその機能をほとんど停止した。本校に残っていた教職員が八月十五日のポツダム宣言受諾の放送を聞いたのは、附属高等女 

学校の一室においてであった。八月十六日には学徒動員が解除され、二十八日に文部省は学校授業再開について通達を発した。 

占領軍の上陸をひかえて国民のあいだに不安の念が強く、とくに婦女子の安全が懸念されたので、疎開先の生徒たちは一時帰郷 

して待機することとなった。多くの官庁その他の建物が占領軍の東京進駐に伴って接収され、本校にも文部省の一部が移転して来 

るとの情報があって、大臣室の用意をしたりしたが、これは実際に使用されるには至らなかった。しかし、本校二階と附属高等女 

学校および国民学校の校舎には、一時文部省の部課が移転してきた。 

以上のような事情で、早期授業再開は困難であった。二十年九月末卒業予定の四年生については、十九年夏以降ほとんど授業が 

行なわれていなかったので、以前からその仕上げ授業をどのようにするかが問題となっていた。帰郷中の生徒が召集され、上京可 

能の者は九月六日から二十日まで授業を受け、そのほかの者も次々に上京して、二十七日に本校講堂で第五十七回卒業証書授与式 

が行なわれた。本校三年生以下および附属校園の授業も十月から十一月にかけて再開されたようである。 

もっとも、授業は再開されても、その系統的な日常活動への復帰は容易でなく、冬をひかえても暖房がないので、屋上や屋外の 

日だまりで青空授業をする教官と生徒の一団も見られた。東京女子高等師範学校が第二次大戦後の新学制の発足に伴い廃校になる 

のは、昭和二十七年である。その経過は次章で述べる。 

明治四十一年からこの時点に至るまでの東京女子高等師範学校約四十年の歴史を、本校をめぐって起った事件だけ取り出して並 

べてみると、まことにめまぐるしいものがある。本校をとりまく政治的条件や文化状況も幾変転した。しかし一方には、この四十 

年ほどのあいだ一貫して変らない動きがあった。片時もやむことのなかった女子の学校教育の発達がそれである。この間、本校の 

公教育制度上の基盤である高等女学校と女子師範学校は増え続けた。表Ⅲ・２３とグラフに見るように、大正十二年には、先行し 

ていた中学校数を高等女学校数が追い越した。この傾向は、前にも触れたように、本校が女子高等師範学校と称していた時代にす 

でに始まったものであった。東京女子高等師範学校の歴史は、そのさらなる発展のうえに乗っているのである。中等教育を求める 

女子青年層のこのような増え方は、かつてこの層を形成していた者の単なる量的な拡大と見たのでは、説明できない。それは、か 

つて良妻賢母を指標にしてその子女を女子中等学校に送り込んだものとは異なる、もうひとつの女子中等学校進学者のプレートが 

現われ、入り込んできたことを示唆している。とりわけ、数年の停滞・安定期を経て起る戦時下でのその増え方が注目される。本 

校教育経営の基盤をなす女子中等学校在学者層には、かつては存在しなかった新しい質の教育要求を持つ層が拡大しはじめていた 

のではなかっただろうか。その要求を正確にとらえ、新しく女子教育の目標を建て直すことが、次の時代の女子中等学校の指導者 

たちに求められていたのであり、その女子中等学校教育の指導者になる人びとの教育を担ってきた本校のような学校にも、等しく 

要請されていた課題であった。 

 



第四節 生徒の生活と卒業後 

 

概況 

 

東京女子高等師範学校時代に入るとともに、本校は、全国唯一の女子高等師範学校ではなくなる。奈良女子高等師範学校という 

もうひとつの同目的、同格の官立学校が関西に開かれ、ほぼ同じ方針で生徒を集め、送り出しはじめるからである。しかし、この 

ような条件の変化が、ただちに本校の生徒の生き方に影響を与えたというわけではない。まず、応募・入学状況から見ていこう。 

師範学校も含めて日本の学校制度の教育力は、昭和五(一九三〇)年前後に頂点に達したが、その後十数年にわたって続く経済不況 

と戦争、国民生活の疲弊によってその基礎は間断なく掘り崩され、水準が低下していったと見られている。そこで、この時期まで 

の応募・入学状況を各年度ごとに調べてみると表Ⅲ・２４のとおりである。 

この競争率を学科別に見ると表Ⅲ・２５のとおりである。 

この時期、本校に併設された第六臨時教員養成所生徒の場合は、表Ⅲ・２６のとおりである。なお、表中の委託生というのは明 

治四十五年三月に定められた「第六臨時教員養成所生徒委託細則」によって生徒の教育をいくつかの学校に委託したものである。 

委託した学校は京都府立第一高等女学校専攻科、私立東京裁縫女学校高等師範科、私立共立女子職業学校高等師範科、私立和洋裁 

縫女学校高等裁縫教員養成所などで、十数名ずつ分散して委託している。この制度は昭和三年まで続いた。 

次に、入学者たちの出身府県を本校・第六臨時教員養成所のおのおのについて調べてみると、次の表Ⅲ・２７、表Ⅲ・２８のよ 

うになる。この表は、各年度『東京女子高等師範学校一覧』の一年生の本籍地によって作成したので、必ずしも実際の居住地とは 

いえないが、概要は知り得る。その各年度毎の総数が、前出の『文部省年報』の各年度版を出典にする入学者数と一致しないのは、 

両書の調査時期のずれのあいだに、退学者があったためであろう。 

 

大正「民本主義」のもとでの生徒の生活 

 

東京女子高等師範学校の生徒と卒業生は、第一次世界大戦後の「民本主義」運動、大正十二年の関東大震災後の混乱、昭和五年 

の満州事変に始まり、二十年八月の敗戦と被占領下の動乱の時代を送った世代であった。学校の制度そのものには、大わくのとこ 

ろで変化はないというものの、彼女たちの日常生活はそれぞれの時代を多少とも反映して異なったものになっている。震災前後の 

頃本校の生徒だった者のなかには、「民本主義」下の自由な生活を満喫する者もいたようである。 

 

本学女性文化資料館が所蔵している同時代の本校卒業生の残したもの、ドキュメント類のなかから、そのひとつをあげてお 

こう。大正十三年家事科卒のある卒業生のドキュメントには、寮生活に触れて、「同室の中の最上級生が室長で、一応、室の取 

締りの任を持っていた訳であるが、かつて軍隊生活にあったような、必要以上の権利を振り回して下級生を服従させる様なこ 

とは少しもなかった。舎監の先生は、一定の時間に舎内巡視しておられたが、部屋の内部の生活には、干渉されなかった」と 

ある。 

 

このような多少とも自由な雰囲気は、後述するこの時期の卒業生たちの生涯にわたる多様な生き方と、おそらく無関係ではない。 

しかし、こうした時代は長くは続かず、戦時下の諸条件は彼女たちの生活と生活意識をすっかりつくりかえ、最後には、学校生活 

そのものを不可能にするところまで行きつく。 

 

戦時下の生徒の学習と寮生活 

 

この過程を示すいくつかの記録を抄録しておこう。次にあげるのは、昭和十九年四月理科(数学選修)に入学した生徒の二十年後 

半にかけての日記(日記帳ベン書き)の一部、入学直後の部分である。 

「四月十一日(火)お礼法の岡先生、少しこはいけれどよい先生らしい。此の一年、心から恭敬の念を養はる。生物のお講義 



  たくさんすゝむ。物理は休講。武道、気持がよい先生、しっかりやらう。 

心理は面白い。放課後家へ行って本をとって来て神田でコンサイスを買ふ。お散歩の時柿内さんとシーソーで遊ぶ。 

四月十二日(水)化学の吉田先生。女の先生でノートをせず、どんどんお聞きになる。復習のやうな所、水の電気分解をする。 

数学の工藤先生は若い先生で、はづかしさうに下ばかり見てお講義なさる。三角法入門。体操は背の順をきめてお掃除する。 

終ってから生徒心得のお話が主事先生からある。」 

もうひとつ、同じく十九年四月家政科(被服選修)に入学した生徒の日記を見てみよう。この日記(ノートペン書き)は部分によって 

は、友人宛の手紙文の形式をとっている。昭和十九年の八月とだけ記されているページに、授業について次のような生徒の側から 

見た感想が記されている。 

「一つは、家政科の内容が非常に万屋的でとにかく忙しく、いつも何かに追いかけられているのです。何かというと『示範 

  する時は……』とか『師表に立つ人は……』。自分の為に教育を受けているのではないのでしょう。国家が勉強させて下さって 

いるのでしょう。家政科の上級生の多くは、学校と寄宿舎との間を忠実に往復して、家政科的多忙を甘受して、おだやかな表 

情をしている人程、おんおぼえがめでたいようです。 

国語の時間も最初から本校入学の目的を言わされて、平家物語はそっちのけで、平田さんのお下げ髪が稚心の表われである 

ことから、橋本左内〔ママ〕に発展しました。たっぷり一時間お説教。 

礼法の時間というのは、『恭敬』の精神を体得する時間。専ら、皇族、貴族、外国の使臣の前に出た時の態度、言葉づかい等々。 

そうでない項目も、そこへ飛んでしまうのです。毎年御所や、そういう所へ上る方がえらばれるのだそうです。どう考えたっ 

て私は若松へ帰りたいし、そういう高級な方達や外国人と、お知り合いになると思われませんから、ヘーンな気がします。但 

し、お友達とも皆でブウブウ言っていますが、その時間になると、ちゃんとすましこんで坐っています。 

図画の時間も楽しみでしたし、スケッチやデッサンをほめられたので嬉しかったのですけれども、先生の御描きになった画 

を拝見したらもうだめになってしまいました。姉は、ほめて頂けて、お成績までよかったら、先生の画がきらいだからって、 

先生から離れる事はないと言います。でも、私は、離れる離れないでなく、心がしぼんで、何の感激もなくなってしまうので 

す。 

馬鹿で、損なタチですって。とてもそんな潔癖は、わがまゝで、トクな生活は出来ないんですって。」 

次に、この同じ生徒の日記の寮生活を伝える部分を引用しておこう。 

「次子ちゃん    四月二十五日 

この間は、消燈間近になってしまって、翌日そのまゝ投函してしまいました。寮内にポストがあって、急ぐ時だけ正門ま 

でゆきます。消燈がとても厳しいのです。そればかりか、一日の生活がまるで厳しくて、たしかに『女高師型』は出来るわ 

けです。 

先づ一鈴(起床のベル)。手早くお床を上げて洗面し、身なりを整えないうちは、自習室にも出られません。十五分のベル(二 

鈴)までに書院の窓を開けておくと各寮の寮総代が挨拶しながら中の様子を見て一巡なさいます。その頃はとうにお掃除は始 

っています。 

箒の使い方、雑巾のかけ方まで決っていて、うろうろしたり、勝手な事をしますと、二年生にお小言です。 

三鈴でお食事。食堂の入口に月番の寮総代の眼が光り、遅れると、扉をしめられてしまいます。お拝礼。お知らせ――。 

一年生は、我先に、大きなお茶のボイラーまでお茶を汲みに行かなければなりません。箸箱と箸の置き方、上級生によそ 

   って差上げ、それからの御挨拶等々。ちょっとでも気が利かなくて、上級生にさせるような事があると、忽ち皮肉られます。 

   室訓に曰く、 

一、四年生は、神聖にして犯すべからず。 

一、三年生は、偉大なる経験者なるが故に尊敬すべし。 

一、二年生は、上級生なるが故に服従すべし。 

一、一年生は、茶坊主なるが故にお茶を汲むべし。」 

戦時色は、もう少し違った次元でも、生徒たちの寮での日常生活に浸透してきた。食糧難である。同時代生徒のドキュメント類 

から、事態のこの側面を伝える部分を二、三引用しておこう。 



昭和十九年家政科(育児保健選修)入学のもうひとりの生徒の記録は次のとおりである。 

 

「一年生の一学期、つまり、十九年の四月から、夏頃までは、米食を主体とした三回の食事が供された。時々、大豆御飯等 

も出された。たゞ御飯は、丼一杯で、汁等も、お代りはなかった。朝、昼、夕と、必ず、食堂で、部屋毎のテーブルを囲み、 

家族的な雰囲気の中での、食事だった。集合時刻等厳しく、食堂に、全員が殆んど揃ったところで、食堂入口の、扉が、閉ぢ 

られた。昼食も、全寮制度だったこともあり、全員、寮に戻っての食事で、栄養的には、一日のウエイトが、昼食に置かれて 

おり、当時としては、可成りの食事だった。 

これも、夏頃からは、炊事係の手不足や、動員のため、お弁当の形で、朝と昼食が、同時に出て、各自で、お結びに、した 

りした。それにつれ、副食も減り、内容も乏しくなって、よく庭から、ハコベを摘んで来て、給湯機から、熱いお茶をかけて、 

お浸しにしたり、小さな缶に、魚粉からつくった、ふりかけを用意したり、イナゴの佃煮を、送ってもらって、栄養の、補給 

に心掛けた。〔中略〕その頃、第一次世界大戦の時、ドイツの婦人は、栄養不足で『戦時性無月経』になったと、読んだが、正 

に、その通りで、卒業頃まで、不調だったようだ。衛生用品等も少くなった頃、一面、好都合でもあった。」 

 

同じく昭和十九年理科(数学選修)入学の生徒の記録は次のようになっている。 

 

「食事は、配給制であったので、入寮と同時に米穀通帳を提出し、各自、飯ドンブリを配布されて、ドンブリ御飯であった。 

朝は雑炊、昼は雑穀入り御飯、夜も同様であったと思う。副食もみそ汁に、たくあん、ひじきの煮もの位で、充分な栄養物は 

なかったが、入学当初は、寮内で火を使うことは禁じられていた。補食は、もっぱら自宅から送られたり、持参して来る乾燥 

食品や、いも類にたよっていた。この食事も、日を追って乏しくなり、後には、一食はかならず、すいとんであった。それも、 

殆ど実のないみそ汁に、小麦粉のだんごが一個か二個浮いているようなものであった。」 

 

学徒勤労動員令下の生徒の生活 

 

戦時教育体制に本校が組み込まれてからの本校生徒が送った特異な生活の典型は、学徒勤労動員令下の「勤労」生としての生活 

である。昭和十九年春休みから、動員体制はいっそう強化されたが、その前年から二十年解除になるまでの本校生の動員先は、表 

Ⅲ・２９のとおりである。 

学徒勤労動員中の彼女たちの生活については、当時の日誌類がいくつか保存されているので、それらを原文のまま、若干引用し 

て、当時の実状を伝えたい。 

『東京第一陸軍造兵廠動員日誌』(昭和十九年八月十二日―十月二十四日)〔この時動員されたのは本校各科の二年生一二 

六名で、八月十二・十四日に身体検査の結果、全員合格、十五日に七区隊に編成され、入廠式あり。〕 

「八月十六日 

……今日ハ一日中工場内ノ見学デ、相当ノ刺戟ヲ当〔与〕ヘラレマシタ。軍関係デアルダケニ、規律ヤ敬礼ノ徹底ガユキ 

トドキ、オ互ニ気持ノヨイモノデアル。 

三寺大佐〔廠長代理〕ハ、コノ八・九月ガモノヲイフ、勝利ノ鍵モ私達ノ責任ニアル、隘路ハ人ダトイフ。場内ノ見学デ、 

   工員達ノ真剣ナ態度ニハ、イヨ〔イヨ〕意気ガ昂揚シタガ、一時モユルガセニナラヌコノ時、目ニツイテ、沢山ノ機械ガ遊 

ンデヰルトハ〔ママ〕、ココニ隘路ガアルコトハ、私達ノ責任ハ重大デス。時ヲ失フコトナク、全身ヲ投ゲ打チ、誓ッテ、生 

産増強ニ邁進スル覚悟デス。」 

「九月十九日―二十日 

夜勤第二日。お昼の警戒警報のために、今日は睡眠も充分とは云ひ得ないし、昨夜の初の経験に、早、皆の顔色が悪い様 

   に思はれて、今晩は大丈夫かしらと心配でたまらなかった。でもいつもの場所に集合し、豊田先生〔日本史担当の豊田武教 

授〕より激励の言葉を頂き、『二、三十年後には必らずとろける様な平和な時代が来て、私達は子供や孫に此の思ひ出を語り 

聞かせる様になるでせう』等おっしゃった時は、心の底から生けるしるしを感じ、……又新たな元気が出て、今日も一晩頑 



張らうと力強い一歩をふみ出した。〔中略〕 

二十時十分より待避訓練、内〔打〕合せも不徹底だったためか、集合がおそく、又体形も乱れてゐた。何しろ初めての事 

で、集合場所へ行くまでが大変だ。何人の人にか〔ママ〕ぶつかって、ひどい人では目をつかれた様であった。待避完了ま 

で丁度二十分。実際の場合では少くとも十分で完了しなければならないとの事だ。中には壕を間違へて、他人の場所へ入り、 

やどかりだ、早く出なさいと、出されてゐた人もあった様であるが、昼間のうちから各自の壕の位置をよくしっておく様に 

との御注意があった。〔中略〕緊張してゐるせいか、そう眠さも感じない。でも三時頃が一番つらい時である。けれど三時半 

のお休みがすめば、後は五時まで瞬く間にすぎて、早、ほんのりと白み出す。門を出る頃の朝やけの美しい空、すんだ空気 

の中を明日の希望に胸をふくらませて帰途につく。今日はお湯呑茶碗の配給あり。『父のお茶碗に』と、皆にこ〔にこ〕顔。 

今日も一日無事務めを果す事が出来てすが〔すが〕しい気持で。充分に睡眠をとり、今夜も元気よく出かける事が出来ます 

様に。      第三区隊」 

 

『海軍水路部(於学校)日誌(一)』(昭和十九年十月一日起)同(二)(昭和二十年二月起)〔十九年十月一日午前九時四十分、本校第一合 

併教室で入部式挙行、水路部より五名、学校側より六名、動員生徒五十四名出席、国民儀礼、水路部課長の挨拶、生徒隊長 

の宣誓、式後作業場整備、作業についての説明、午前八時作業開始・午後五時終了の日課決定。〕 

「宣 誓 

大東亜戦争今や決戦の秋〔とき〕至る。時しも大宮〔グアム島〕、テニヤン両島に於て全員戦死を伝へられ、一億の憤激いよ 

いよ切なり。 

かゝる時、東京女高師理科三学年生徒五十五〔ママ〕名は栄えある学徒動員の御召しに接し、海軍水路部の重務に挺身する 

光栄に浴す。学徒の本懐之に過ぐるものなく、欣喜優るものなし。 

我等誓って驕敵撃滅の意気に燃え、作業場即ち戦場の覚悟にて敢闘せんことを期するものなり。微力挙げて御稜威〔みいず〕 

に副ひ奉らんことをこゝに宣誓す。 

昭和十九年十月一日                              東京女高師理科第三学年      

海軍水路部勤務報国隊代表」 

「昭和二十年三月十日(土)晴 陸軍記念日 

○ 昨夜十時半頃警戒警報発令。いつもの偵察と思って油断をして居たところ、単機連襲となり、焼夷弾の落下と同時に 

上る火の手、十二時半頃空襲警報発令、本校屋上より見て半円を描いた様に火の手の連続、Ｂ２９の低空を旋廻〔回〕する 

我が物顔の様子。でも一機火の玉となって落下したのは少しく胸をすかせた。風が強く思ふ様な消火も出来なかったのであ 

らう、今朝〔迄〕焼けつゞけて居た。三時十五分前に空襲警報解除、手を合わせて学校の無事なことを感謝する。一時半頃 

“女高師の内に焼夷弾落下”と叫ぶ監視員の声、走った、走った、一気に本校〔迄〕と思ったのに国民学校の前で一息入れ 

てやっと本校へ。焼夷弾は護国寺裏に落下、火の手は拡がる一方で火の粉が飛んで来た。その明るい昼間 



の様なところに現はれる大きなＢ２９、煙突すれすれの様に見える。」 

〔この水路部の作業は計算の仕事であったが、その詳しい内容は、軍事機密であったためか、日誌に記されていない。日誌の 

記述内容は、後半になると、米軍機Ｂ２９の東京空襲が激しくなったため、ここに引用したように、大部分空襲の記事となっ 

ている。〕 

 

東京女高師文科昭和二十三年卒業生『卒業二十年記念文集』中の「名古屋時代のこと」より〔二十年二月に十九年入学の文

科生その他二百名に動員令が下り、名古屋の愛知航空株式会社で海軍特攻機の製造に従事した。〕 

「……端翼〔ママ〕の両端の電球をつける部分に、有機ガラスのおおいをとりつける仕事であった。鉄で有機ガラスを切り、 

電気ドリルで穴をあけ、ジュラルミンのわくをとりつけ、ねじくぎで幾つもとりつけ固定するのであるが、なかなか技術を要 

した。左右により、赤、青のちがいがガラスにもあり、ガラスはわん曲させてつくられていた。別段面白いというほどの仕事 

ではなかったが、電気ドリルでガラスに穴をあけるとき、赤い粉、青い粉がとび散るさまがきれいで気に入った。 

初期の頃は仕事があった。それが空襲のため工場のあちこちが破壊される度に、停電が続くようになり、仕事ができなくな 

った。一方、材料がなくなり、翼工場にたまに運ばれてきたのは、ジュラルミンではなく木であった。木に緑色の塗料をぬっ 

たのである。」 

〔名古屋に対する空襲がいっそう激しくなってきたので、愛知航空株式会社の工場も瀬戸に疎開することとなり、八月十一日 

に移転を行なった。〕 

「軒を並べた瀬戸物屋を覗いてみると、どこの店も女高師生で満員。どの店も、店じまいの貼り紙をし、叩き売りをしてい 

た。 

瀬戸に来てからは毎日のように、相変らず勇しい身じたくをし、軍歌をうたいながら、野や山をこえ、愛航の疎開先だとい 

う新しい地下式・半地下式の工場を見てまわった。そして、現地で仕事があれば手伝った。 

仕事といっても、いまから工場の建物をつくるという仕事である。掘り下げた地面に、屋根がたに材木をくみたてたその上 

に、モッコで土を運び上げて覆い、山から苗木を掘ってきて植えつけるといった類のものであった。…… 

女高師生は男まさりに働いた。いままで別々の職場に分けて配属されていたが、ここでは一緒だ。今更のように、そのまじ 

めさと迫力に目を見張った。…… 

日本はこれで勝てる気なんだろうか。いまからしごとばを私たちの手でつくるという瀬戸に来て、妙に不思議に思えてきた。 

勝てる筈だという理念と、勝つための条件が、離れ離れに宙を舞っているような気がした。…… 

八月十五日昼食休憩のため村の小学校に立ち寄った。ほどなく『重大放送あり、全員集合！』の命令がとんできた。急ぎ整 

列してきいた放送は、折角玉音ということであったが、声がわれていて内容がききとれなかった。が、一同は炎天下に直立不 

動の姿勢であった。…… 

終戦を知ったのは、その日帰寮後、洗面したり足を洗ったりしていたら、突然本堂〔宝泉寺〕に集合整列を命じられ、石山 

〔平作〕先生が悲壮なおももちで号外をよんで下さった時であった。 

これで、暑苦しい長袖のナッパ服もぬげる！ さっぱりと素足で歩ける！ 空襲がないんだもの！ これが私のとっさの感 

慨であった。団体生活の規律について行くため、四六時中、武装をほどくことがなかったからである。 

終戦とは何かを改めて考えさせられたのは、それからほどなく経ってからであった。そして友のむせび泣きの中に、いつし 

か自分も加わっていたのである。」 

動員下での彼女たちの行動を伝えるものとして、もうひとつ、第二次大戦後、しばらくのちになってつくられたドキュメント類 

がある。そのなかに次のようなものがある。 

動員がはじまる少しまえの頃、学校へ情報局の若い将校がやってきて、このままでは日本は大へんなことになる、勉強なぞ 

している時じゃない、とアジ的な演説をした。これにあおられて生徒たちのなかには「なにかしなければならない」といきま 

く者が現われ、「勉強しておればよい」という教官側の説得があってもなかなかおさまらなかった。それから間もなく動員にな 

った(『終戦時卒業者座談会』前出)。 

 



もうひとつ、今度は動員先でのものとして、次のようなものもある。 

 

毎日雑炊を食べての兵器補給廠での重労働なのでからだがもたない。ある時将校がやって来て何か注文があればいってみよ 

というので「大変だ」と一言いうと、みんな集められ、そんなことで日本の将来はどうすると叱られた。一言も反発できない 

状況であった。自分たちのやった専門の学問を生かすような仕事にしてほしいということを学校の方へいいにいく者もあり、 

それで問題はいっそうこじれた。しかし彼女たちは、一方で、「兵器廠の歌」などというものをつくり、音楽の教官に作曲して 

もらって音楽会を開くなど、けっこう楽しくもやっていた(同前)。 

 

昭和二十年八月本校通学生の日常 

 

一方、この昭和二十年に入ってからも本校に通学していた十九年度入学生たちの日常は、どのようなものだったか。先に引用し 

た十九年度入学生たちの日記が、このあたりの様子に触れているので、次にこれを引用しておこう。最初にあげるのは、理科(数学 

選修)の生徒の二十年二月末から四月にかけての日記(抄)である。 

「二月二十六日(月) 電車が動かず午後学校へ行ったが授業なし。 

三月一日(木) いろんな試験が発表になる。しっかりやらう。寄宿生憤概する。 

四日(日) 朝Ｂ２９、一五〇機来襲、方々におちる。くやしい。 

五日(月) 数学、物理、化学、生物とこの所試験ばかり。心理には内職し英語はさぼって山田さんと七教室で物理をやる。 

寄宿では八時消燈との事大困り。 

六日(火) 地久節のお式後、十時半より物理の試験、あんまりむつかしくないが次元式がよくわからなかった。十二時警 

報がなり中止。 

七日(水) 修練の大掃除もそこそこにかへり、明日の数学。此の頃連日連夜警報がなる。 

四月七日(土) 始業式なのではり切って行かうと思ったら折柄の警報でＢ２９の大編隊との事、又学校へ行けない。十時頃空 

襲になり、ドン〔ドン〕始まる。大した事ないらしい。 

九日(月) 折角はり切ってゐるのに亀さんも山岸先生もお休み。結局工藤先生の補講と黒田先生の化学で終ってしまふ。 

十日(火) 教育の石川先生、決戦教育について伺ひ得る所多し。いゝ先生。 

十一日(水) 朝から行ってるのに、亀さんの三時間ない為午後の体操と修練農耕だけ。お菜をいたゞいてかへる。先生方の 

勝手にもあきれる。 

十二日(木) 朝からおひるまで空襲で授業なし。山田さんと一緒にゐる。」 

この日記の八月十五日前後の頃の記録は次のようになっている。 

「八月二日 切符買ふ、渋谷にて。 

三日 午後家を出たが不通でかへる。 

九日、十日 徳さんで桑原の草むしり。暑い事、頭がガン〔ガン〕する。遂にロシアに宜戦布告！！ 

十一日、十二日 くるま屋さんで田の草取り、じゃがいも掘り、草むしりをする。 

十三日 一人で喜藤さん。 

十四日 四人で三平さん、田の草とり。 

十五日 一人で新三郎さん、桑つみ。おひるに重大報道ある。陛下の玉音。米英支蘇に無条件降伏。くやしい。今村 

さんと思ふまゝ泣く。くやしい〔くやしい〕。 

十六日 おばんさん〔ママ〕二人で行く。とうもろこしおいしい。 

十七日 林平さん、くさとり。 

十八日 徳さん草むしり。 

十九日 安義さん草むしり。 

二十日 喜藤さんで草むしり、おばあさんと一緒にする。 



二十一日 昨日と同じ。 

二十二日 新三郎さん草むしり。」 

次に抄録するのは、同じく昭和十九年四月家政科(被服選修)入学の生徒の二十年三月のある日の日記である。 

「三月二十日 十七日に絢子さん、檜山さんの為に、菅原先生がお宅から経机をもっていらっしゃって、読経して下さると 

いう計画が立ったのに、急に、先生の御三男の『しんちゃん』が戦死なさって、それどころではなくなり、先生も急に信州 

へ疎開なさる事になった。一学期に私がノビた時、氷川下の山川先生を御紹介下さった先生。 

お講義の時に、この戦争の事にお触れになるようになったのはいつからだっただろう。軍国主義の非。東条〔英機元首相〕 

   さんの批判。古賀さんの殉死(それが戦死でないこと)。若い者たちが、出征していくのを見ていられないということ。そし 

て、この子たち、この若い娘たちが学問も放棄して名古屋へ行ったり、こうしてなくなってゆくことが、悲しい、というこ 

と。『どうしてこんな馬鹿なことをはじめてしまったのだろうねえ』と、白いおひげの、いつもの笑顔がひきしまって、お声 

がくもっていた。 

勝部先生もそうだった。吉田先生や林先生が出征なさったことを惜しんでも余りあるというお話のつゞきは、東条さんの 

   非難だった。このお若い先生が、はっきり口に出しておっしゃっているのが怖く、その虚無的なひゞきに、私たちは、顔を 

見合わせて、憤概したものだった。どうして、表だって反戦なさらないのか、と。内情は何にもわからないのだ。たゞ、今 

は、戦い抜くことしかないのではないか。それなのに、先生は口で仰言るだけだ。今、戦い抜かなかったらどうなるのだ。 

現に元日の人出は、ものすごかった。まだまだ人は、のこっている、と、私は思った。」 

この生徒の八月十五日「重大放送」を聞いた時の感想をつづった記録を次に収めておく。 

「八月二十二日 今日、お姉様が無事で帰っていらっしゃった。 

十四日に、上京する決心していたら、お父様から、一、二日のばすように、と連絡があったのだった。そして十五日に、 

前夜から予告の重大放送をきいた。(正午)玉音。 

終戦。敗けたのではなく、終ったのだ。それからこっちの割り切れない気抜け。気抜け。 

講和条約の成立しない中は、何も言えないけれど、この後に、何が来るのでしょう。 

武装解除。朝鮮の独立、満洲、台湾、樺太の諸問題――国民の衣食住の問題。 

犠牲者になった方々、玉砕なさった方々、特攻隊の方、被災者の方。何か、これよりももっと厳しい生活が待っているよ 

うに思われる。けれども、これを、くじけずに乗りこえてゆく方が大事なのだと思う。 

東久邇宮様に組閣の大命が下された。 

連日、飛行機が高く低く飛び廻っていた。 

若松出身の人たちが乗っているのだと言っていたが、褐色の翼が屋根にぶつからないかと案ぜられる程、いくども、旋回 

   するのだった。」 

 

生徒の卒業後の生活概況 

 

次に、この学校の卒業生たちのその後の生き方を、もういちど初期に戻って見ておく。 

前述の場合と同じ要領で、まず卒業者・退学者・死亡者状況の概況を、大正七年から昭和三年について、表Ⅲ・３０に見ること 

にしよう。 

このうち卒業者数を学科別に調べてみると、表Ⅲ・31 のようになる。また、退学者・死亡者数を学科別に取り出すと、表Ⅲ・32 

のようになり、退学者の退学理由別員数、在学中の死亡者数とそれぞれの比率を出すと、表Ⅲ・33 のようになる。なお、第六臨時 

教員養成所の卒業者・退学者状況を見ると、表Ⅲ・３４のとおりである。 

次に、本校卒業生中就職者の就職先を、高等女学校・女学校と尋常師範学校に分けて府県別に整理すると、それぞれ表Ⅲ・35、 

表Ⅲ・36 のようになる。第六臨時教員養成所の就職者について、同様の整理を行なうと、表Ⅲ・37、表Ⅲ・３８のようになる。 

既婚・未婚状況を、もう少し詳しく、卒業年月別、学科別に調べてみると、表Ⅲ・39 のごとくである。 

大正後期に本校で学生生活を送った者についての在学中のこととその後の生き方の調査が、地域社会研究所編『お茶の水出の五 



十年――高学歴女性の生活史と老後生活』(「高年齢を生きる 七号」昭和五十年)と題する小冊子にまとめられている。この調査 

レポートは、大正民本主義時代から大戦下にかけての日本を生きぬいた本校生のその後の文字どおりの「生きられた」歴史を、多 

数事例にわたっていきいきととらえている史料として興味深い。そこには、学校行政のいわば意図された歴史には必ずしも還元し 

きれない本校史の一側面が姿を見せている。それは一言にしていうと、本学百年史の第一期・東京女子師範学校の卒業生たちが確 

立した生活のスタイルの継承と徹底である。次にこの調査書の概要を若干の解説をはさみながら紹介しておこう。 

この調査では、大正十年から十四年に本校(第六臨時教員養成所を含む)を卒業した者のうち、約三百名から回答を得ている。回 

答者の一割は東京府(現在の東京都)を出生地としているが、他の九割は全国の道府県から来ていた。父親の職業には、自営業(とく 

に商業・農業)・官吏・教員が多く、会社員・軍人がこれに次いだ。農業といっても小作農ではなく、主に地主層であった。回答者 

の四三パーセントは生家の生活程度が楽だったと述べており、四八パーセントは普通と答えている。前述のように、大正三年から 

学資は自費が原則となり(一三九頁)、教員養成学校だから授業料は無料だったというものの、中層以上の社会層出身者でなければ、 

本校志望の動機が成立しがたかったと考えられる。 

回答者の二割近くは、志望に際して近親者に反対された。「婚期が遅れる」「職業婦人になるのはよくない」「東京は遠すぎる」な 

どの理由からである。奄美大島出身者は「村長をしていた父は賛成してくれたが、母は『女高師に行く位ならお嫁には行かせない』 

と強硬に反対し、鹿児島女子師範の寮から私の布〔蒲〕団をまとめて郷里に送り返してしまったほどでした」と語っている。また、 

「何回も何回も頼みましたが、『これ以上勉強したら不幸になる』と両親は絶対に承服してくれず、行李一つをリヤカーに積んで三 

里の道を駅に向かい、家出同然の姿で東京についたのです」と語っている者もいる。合格通知が来ると、親族会議が開かれて進学 

反対を決議され、それでも入学したという、山形県の中農出身者の例もある。このような反対にもめげず、彼女たちはなぜ東京女 

子高等師範学校を志望したか。ある回答者は、「仙台にあった女学校一年の冬のある日、寮の窓から日頃謹厳の代表像のような舎監 

先生が提灯を持って走り回っておられるのが見えた。聞けば、東京女高師の合格発表を知らせる報とのこと、女高師へ入るという 

のはよくよくの大事件なのだということが分り、以来女高師が私の目標となった」と述べている。「もっと何かをやってやろう、自 

分が一番よく生きるためには、もっと勉強しなくては」という旺盛な向学心がその原動力となったようである。なかには、「お前は 

不器量なので嫁に行ける見込みがないから仕事を身につけろ、と母親に言われて鏡をつくづく見、納得がいったので受験した」と、 

ユーモラスに語っている者もいる。 

このようにして入学した生徒の生活はどのようであったか。回答者の大半が異口同音にあげているのは、「きびしい校則、きびし 

い学習」であった。午前六時起床、午後十時消灯の寮の門限は午後六時かせいぜい七時であり、男子はもちろん禁制であった。「五 

十歳以下の男性とは並んで歩いてはいけない」と注意され、「それでは自分の父親と歩くのもいけないのですか」と真面目に質問し 

た者がいたり、こっそり結婚していたのがばれて退学させられた者がいたりした。期末試験で六十点未満を数科目とった者は、落 

第ではなく即座に退学で、同級生が行李をまとめて帰省する姿を見るのは、はなはだつらかったという。また山高しげり(一八九九 

―一九七七、大正九年本校中退、結婚して一時金子姓となる。婦人参政権獲得運動、母子保護運動、地域婦人運動などに活躍。昭 

和三十七―四十六年参議院議員)など「思想問題」による処分を受けた者があり、寮祭で心中物を演じた学生なども退学させられた。 

「曾根崎心中」が上演された時も、「女学校の教師となるべき女高師の生徒が、不謹慎にも心中物をやるとは何ごとか」と貴族院で 

問題にされ、そのためこれを許していた湯原元一校長は校長をやめたらしいと一回答者は考えている。 

授業については、大部分の生徒はだいたい満足していた。とくに理科の生徒のうちには、「こんなにまでして入った女高師〔前述 

のように、家出同然の姿で東京に向かったことをいう〕での勉強は、ただもう楽しく、おもしろい毎日でした」と述べている者も 

いる。一方、授業にあきたらない生徒たちは、当時女子にも聴講を許した東京帝国大学の講義や、社会主義者・キリスト教信者・ 

文学者などの講演会に出かけた。大正十一年十一月の本校におけるアインシュタイン博士の講演会・歓迎会(一四五頁)での感激を、 

五十数年後に語っている者も二、三にとどまらない。 

男性との交際が厳禁されていても、異性に対する関心は禁じようもなく、御茶の水橋を渡る男子学生を見て、その所属大学の当 

てっこをして楽しんでいた者もいた。他方、男子学生、たとえば東京帝国大学の学生などは、本校の生徒を評して「菜の花のよう 

だ」といっていたと回答者たちは述べている。この意は、「遠くから見るときれいに映るが、近寄って一本ずつ眺めるとさほどでも 

ない」ということである。 

卒業後教員になることが義務となっていたため、病気のため服務できない者を除いて、ほとんど一○○パーセントが教職に就か 



されている。任地については一応希望を聞かれたが、そのとおりにならなかった場合が多く、内地だけではなく、台湾・樺太・満 

州にまで赴任した。学校の種類は、大正十一年卒業者の場合、高等女学校、女子師範学校、幼稚園、その他であった(表Ⅲ・30 参 

照)。初任給は幼稚園で六十円、臨時教員養成所卒業で高等女学校に就職した場合に七十二円、本科卒業で高等女学校・師範学校に 

奉職した者は八十円で、これが人数的に最も多かった。大正十三年の秋田市で「三食付下宿料二十円を支払ったあとは全部残った」 

と語っている例があるほどで、若い独身女性(女高師卒業は普通で二十一歳)にとっては恵まれた給料であったといえる。前述のよ 

うに、大正十年四月以後、教員としての服務年限は、学資の支給を受けた者は修業年限の一倍半、受けない者は修業年限の二分の 

一であり、文部大臣の指定に従って就職する義務年限は一年と定められていた(一四三頁)。したがって自費の場合、四年制の本科 

卒業生の服務年限は二年、この頃二年制であった専修科と臨時教員養成所の卒業生のそれは一年であった。教職に適していないと 

自分で判断し、ちょうど縁談もあったというような者は、二年ないし四年で退職している。四年以内で退職した者は全回答者の二 

三パーセントで、その他の大部分の者はかなり長く勤続し、あるいは再就職して、教員としての勤務年数が十五年を越える者が五 

九パーセントで、過半数を占めている。その最長は五十三年で、卒業後この調査が行なわれた時まで中断することなく教員生活を 

続けていたという例もある。全体の教員勤務年数の平均は二四・八年で、これはわが国の女性の勤務年数としては異常に長く、こ 

の点では、明治の指導者たちが本校を設置・維持した目的は十分に達成されたと評価することができよう。ただし、この調査の回 

答者の場合は、教員勤続の熱意を強く持っていたとか、そのほかの個人的条件以外に、第二次世界大戦中の男子教員の欠乏とか、 

戦後間もなく行なわれた教員制度の改革後、新制の中学校・高等学校・大学が新・増設された際に、四十代の壮年期にあって、再 

就職の機会に恵まれたというような、外的条件を考慮に入れなければならないであろう。卒業後高等女学校の教員を二年務めて、 

結婚のため退職し、夫が師範学校の教師をしていた台湾に渡ったが、夫に死別後、戦時の苦しい時代となり、子供二人を抱えてほ 

とんど無一物で帰郷した際に役立ったのが一枚の教員免許状で、戦時中男子教員が足りなくなったため県立高等女学校に採用され、 

のちに私立学校の校長になった人もある。 

この調査の回答者のうち、独身者は一一パーセントで、八九パーセントは結婚している。平均二六・八歳で平均三二・七歳の男 

子と結婚し、昭和元年(この前後に緒婚している者が多い)の一般の人びとの平均初婚年齢男二七・一歳、女二三・一歳と比較する 

と、夫で五・六歳、妻で三・七歳遅い。妻がやや遅い初婚であったのに対し、夫は再婚であった場合が比較的多い。女高師は「後 

妻養成所」だというようなことがいわれたが、それもまんざらウソではなかったということになる。見合い結婚は六五パーセント 

で、恋愛結婚は二三パーセント、どちらともいえないのが六パーセント、一般にこの頃の婦人では恋愛緒婚は一○パーセント前後 

であったから、恋愛結婚が相対的に多かったということになる。夫の職業は教員が四割で最も多く、それに次ぐのは会社員・銀行 

員・医師で、高学歴者が圧倒的に多かった。 

回答者の平均出生子数は二・七人で、昭和五年頃の金国平均出生子数四・七人より二人も少ない。ところが一方、調査時でも二・ 

五人が健在であると答え、全国の七十歳以上の老婦人の健在子数と同じである。一般の日本人女性が四・七人生んで老二・五人し 

か残らなかったのに、二・七人生んで二・五人残っているというのは、戦後の日本で実現された「少産少死」型を半世紀前に実現 

していたということになる。政府が明治初年から一貫して期待し、とりわけ大戦中は「人的資源の確保」という至上の国家政策も 

あって女子教育関係者に要求してきた人口増加政策は、ここでは破綻している。 

老後の生活は(調査時に回答者の九割が七十歳以上)、ひとり暮しが二〇パーセント、夫婦だけが二四パーセントで、子夫婦との 

同居が三三パーセントである。昭和四十六年度に七十歳以上の者がいた全国の世帯のうち、ひとり暮し八パーセント、夫婦だけ一 

五パーセントで、子夫婦との同居が六一パーセントであった。これが日本の伝統的な基本型であったが、女高師卒業者の場合は、 

国際的に比較すると西ヨーロッパ型に近く、老夫婦だけで暮している場合が比較的多い。子と同居していても、部屋や財布の分離 

度が高く、子の家族に依存している場合が多いわが国の一般老人に比べて、家庭生活における自立性が相対的に高い。これは高学 

歴者として当然ではあるが、家父長型家族制度の維持を目標として「女徳」の育成を指標にしてきた女子教育の政策意図は、この 

点でも、裏目に出ているということになる。 

職業ないし収入ある活動に従事している者が三三パーセントもおり、自己の職業収入がない者でも、夫の職業収入や年金、およ 

び自己の年金などがあるため、生活費の全額を自己または夫婦の収入でまかなう者が七割を越え、子の扶養だけに頼っている者は 

一二パーセントに過ぎない。昭和五十年に全国の同年代女性の四四パーセントは子の扶養だけに依存しているので、経済面での相 

対的自立性がはなはだ高いといえる。余暇や楽しみとしては、読書・著述・書道・絵画・短歌・俳句などの創造的・能動的娯楽が、 



旅行やクラス会などとともに多く、テレビ・ラジオなどの受動的娯楽が少ない。人生の「充実感」を持つ者が約半数で、「幸福感」 

を持つ者は七六パーセントに達し、一般の同年輩女性の二倍である。 

さて、以上の記述ではあまりに概念的なので、次に、本校卒業生のその後の生活史のいくつかの事例をあげておこう。その歴史 

は、以上述べたような側面を共通項として含みつつ、当然のことながら、この四十年間の時代の移り行きをなんらかのかたちで映 

し出すものにもなっている。 

 

社会事業に生きる 

 

第二次大戦後、婦人参政権の実現とともに昭和二十二年の第一回参議院選挙に社会党から全国区に出て当選した河崎なつ(一八八 

七―一九六六、明治四十五年文科卒)は、奈良女子師範学校を出て三年間小学校教員を務めたのち、明治四十一年に本校文科に入学 

し、三年生の時雑誌『青鞜』が創刊されると、その熱心な読者となった。 

 

「先生方は、二言目には、女子の最高学府だと、おっしゃいますし、私どもも袴をはひてお茶の水橋を渡るときには、なに 

かしら学問をしてゐるといふ誇りに胸をふくらませてゐましたが、しかし、学課の内容は、まるで感激のない、空虚なもの 

でありました。……私は、満たされぬ淋しさを、読書の世界に立てこもって、わづかにまぎらしてゐましたが、ニィチェの 

『ツァラトストラ』や『青鞜』などを読んでゐて、学校当局から注意人物扱ひされたこともありました。……お茶の水とい 

ふところは、師範教育の弊として、教育の技術を教へてはくれますが、教育の信念といふものを、少しも吹きこんではくれ 

ません。卒業期が近づくに従って、私どもは、無力感に怯え、恐るべき自己嫌悪に陥り、自分の姿をみても嫌で嫌でたまら 

なくなりました。……」(『母親がかわれば社会がかわる――河崎なつ伝』前出、三二頁)。 

のちに東京女子大学で河崎なつの同僚となった後輩の平野雪枝(旧姓光、大正五年理科卒)も次のように述べている。 

 

「生徒は全部、寄宿舎の揚場の寮に入れられて、二十四時間、すべての生活が学校の方針で規制されます。各お部屋には一 

年生から四年生までが十二人おりまして、掃除当番、食事当番があって、食堂に全員が集まって軍隊式の食事をいたします。 

実に殺風景でございました。お昼も食堂に集まり、その時に上級生の列長〔室長か〕さんがいろんな報告をしたり、伝達事 

項をなさるようになっておりました。一時になると、またすうっと教室から教室へ歩いて、三時ぐらいに授業がすむと、五 

時までは散歩してもよろしいので、お茶の水のニコライ堂あたりまで出て、お菓子を買ってきてみんなでお茶をのんだりい 

たしました。この時間が一番たのしい時間でした。五時か五時半にはもう食事で、そのあとまたお部屋やお手洗いの掃除を 

して、六時半ぐらいから黙学という時間がございました。このときはひとことも声をだせません。九時まで一人で勉強いた 

します。もし勉強のことで話さなければならないときは、だだっ広い運動場みたいな食堂までまいります。九時になります 

と、みんな整列して、舎監の先生が提灯〔ちょうちん〕でしたか行燈〔あんどん〕でしたかをもってお部屋を見回ります。 

舎監の先生は女の先生ですが、こわい先生で、みんなピリピリしておりました。本当に軍隊と同じでした。ですから私も淋 

しくて淋しくて、はじめは泣き通しでした」(同前、三三―四頁)。 

 

同級生川井たか(旧姓筒井、明治四十五年文科卒)や二年先輩の小山たき(旧姓湯川、明治四十三年文科卒)は次のように語っている。 

 

「退学処分になった学生が出ましたとき、河崎さんは雨天体操場に同級生二十八名を集めて、熱心にみんなを説き、率先し 

て救済運動をやりました。その学生は肺炎で、いいなずけの方が父兄といっしょに見舞いにみえたり、叔父さんの名を使っ 

て手紙をよこしたりされたことが、とても騒ぎになりまして、退学処分になったのです。この救済運動は失敗しましたけれ 

ど、私たちの知らないうちに退学処分になった方はいく人もおりました。河崎さんが退学にならなかったのは、とても成績 

がよかったからでしょう」(同前、三四頁)。 

 

このようなきびしい生徒の生活のうちで、二葉保育園を見学したことは、河崎の一生に大きな影響を与えたものと思われる。こ 



の二葉保育園は、明治二十三年に安井てつ、野村乙女らとともに高等師範学科第一回生として卒業した野口ゆか(幽香、一八六六― 

一九五○)が設立したものであった。野口ゆかは『青鞜』の時代に自己を形成した人物ではないが、華族女学校幼稚園主事として上 

流階級子女の保育に当るとともに、スラム街の子女の養育にも力を尽くした幅広い人物で、ここにその足跡を簡単にたどってみた 

い。 

ゆかは旧姫路藩下級武士の長女に生れ、明治十八年に東京師範学校女子部に入学した。在学中に両親を失い、級友塚本はま(旧姓 

小川、一八六六―一九四一、のちに青山女学院教頭)の勧めにより、本郷教会の前身森川町講義所でのちのキリスト教社会主義者村 

井知至〔ともよし〕などの説教を聞き、受洗してキリスト教信者となった。教会で知り合った村上直次郎(のち東京帝国大学史料編 

編纂官、東京音楽学校長など歴任)と相思相愛の仲となったが、ゆかの方が二つ年上であったため親が許さず、この恋は実らなかっ 

た。失恋の悲しみは幼児教育への情熱に転化され、卒業後女子高等師範学校附属幼稚園保姆の仕事にうち込んだ。明治二十七年に 

華族女学校(明治三十九年四月に学習院女子部となる)附属幼稚園が開設されると、当時の本校校長で華族女学校長を兼ねていた細 

川潤次郎の紹介で同幼稚園に移ったが、ゆかの気持は華族の子女の保育だけでは満足できなかった。 

当時永田町にあった同園に通勤する際、麹町六丁目あたりに住んでいた多くの貧民の子供たちを見て、何とかしなければならな 

いと思うようになった。同園の同僚であった斎藤(旧姓森島)みねは、津田梅子の世話で渡米し、スラム街の幼稚園教育を学んでき 

た人であったが、ゆかとみねの両人はいつも通っていた番町教会の宣教師ミス・デントンと相談して、募金のための慈善音楽会を 

開いた。明治三十一年三月十九日に上野公園奏楽堂で行なわれたこの音楽会は、東京帝国大学哲学科外人教師ケーベル(Raphael  

Koeber)のピアノ演奏もあって、大成功を収めることができた。その純益金を基金として、三十三年一月に私立二葉幼稚園が麹町下 

六番町で開園された。こうして車夫・大工・小使・髪結・焼芋屋などの子供たちが遊戯を中心として手厚い保育を受け、親たちは 

心から感謝していた。三十九年には四谷鮫ヶ橋に移ったが、ここは現在の国電四谷トンネルの信濃町寄りの北側低地で、当時は東 

京の三大貧民窟のひとつといわれたところであった。乞食・属〔くず〕拾いなどの住むまったくのスラム街で、働きに出る母親た 

ちが朝早くから子供を預け、託児所の観を呈した。野口ゆかは華族女学校をバックとして上流社会の人びとから寄付を集め、彼ら 

を慈善事業に結びつけた。また隣接の宮内省御料地を借用して収容園児を増やした。貧民の子供たちが自分で身を守るすべを知っ 

ているのを見て、ゆかは上流のおんば日傘
．．．．．

で
．
育った子供たちにも、環境から学ぶ積極性を身につけさせようと心掛けるのであった。 

こうして上下両階級の保育から学ぶことは無限にあったのである。 

二葉幼稚園は大正五年に「二葉保育園」と改められた。新宿旭町に分園が開かれ、母の家(母子寮)も併設された。昭和十年には 

深川分園もできて、二葉が幹となり枝となって成長した。家で勉強する部屋もない小学生のため図書室を開き、少年少女クラブを 

設け、昼間工場で働く少女たちのためには夜間裁縫部をつくり、いわゆる「セツルメント」活動ともいうべき社会事業の先駆者と 

して、野口ゆかは大きな足跡を残した。 

のちに二葉保育園長としてゆかの後継者となった徳永恕〔ゆき〕(一八八七―一九七三)は、府立第二高等女学校で山川菊栄の 

同級生であったが、菊栄は『おんな二代の記』(東洋文庫版、昭和四十七年)のなかで次のように述べている(一一八―九頁)。 

「半世紀以上も前の細民の子ときたら、今日では想像もつかないほどひどいものでした。おでぎ、トラホーム、発育不良、 

不潔そのものといいたいくらいで、家庭のしつけもなにもなっていませんでした。徳永さんは花好きが花を作り、音楽家が 

楽器をかなでるように、いかにも楽しくてたまらないように、この子供たちの世話をしていました。今の二葉保育園の子供 

は健全な勤労者の子供で衛生や健康、しつけの点も行き届いて、あの時代の子供とはまるでちがいます。『あのころの子供は 

まったくふつうの家庭の子供じゃない、乞食の子みたいでしたね』と徳永さんも述懐しているとおりでした。その親たちの 

生活ももちろんひどいもので、鮫が橋の谷あいのじめじめした暗い掘立小屋のような長屋の中に、足腰のたたぬ老人や病人 

が、はうようにして動きまわり、幼児をかかえた母が、麻糸つなぎの内職や、ヨイトマケの手つだいに出ている家庭が多か 

ったようです。」 

 

東京女子高等師範学校では、野口ゆかが先輩であった関係から、古い鉛筆をためて二葉保育園に送ったり、一年に一度、生徒た 

ちが教生として出かけたりしていた。河崎なつも在校中にここを訪ねて、小さな子供たちが板を並べた机の両側に坐り、「三銭はっ 

たら動物園に行きましょう」と歌いながら、内職の封筒はりをしているのを見て、大きな衝撃を受けた。この衝撃はあとあとまで 

消えることがなかったと、なつはのちに語ったということである(以上は主として『母親がかわれば社会がかわる―河崎なつ伝』前 



出、による。野口ゆかについては主として貝出寿美子『野口幽香の生涯』昭和四九年、による)。 

以上のように、女高師初期の卒業者のうちから社会事業に先鞭をつけたような人物も現われている。 

大正元年、校内の生徒たちのあいだに「文科会」と呼ばれる小さな研究グループが生れた。リーダーは当時四年生の河崎なつ、 

稲葉みつ、長谷川すがなどであった。第一回の講演会の講師は『青鞜』運動を主催する平塚らいてうであった。その講演を開いて、 

彼女のいう「若いつばめ」には「嫌悪さえ感じた」が、「人形の家」打破の論には大共鳴し、「私は、今後女としての務と称せられ 

る一切のものを先ずかなぐり捨てなければならぬ。そして、先ず、人間としての教養学問に専心しなければならぬ」と決意した生 

徒のひとりに、当時文科第二部二年生の小泉郁子(一八九二―一九六四、のち清水姓となる)がいた。小泉は島根県の士族の中流家 

庭に生れ、家の儒教的しつけのなかで育ち、「結婚なんということは考えも見た事はなかったが、良妻賢母主義の女子教育に反対で 

はなく、家の事は料理でも、裁縫でも、掃除でも、みな十二分にやった。女高師入学志望の際、家事科でもよい」と考えていた。 

それがこの時の体験以降少しずつ変りはじめる。卒業後、いったんは教職に就くが、「単なる地歴や国語の教員という職業的意識か 

ら脱皮して、社会に於ける全日本女性の指導者を以て任じなければならぬという、重大な責任感」は膨れあがる一方で、大正十一 

年、ついに職を辞して上京、本校研究科に席を置き、また開放された東京帝国大学の聴講生になって、女性問題の心理学的・社会 

学的研究に打ち込むようになった。しかし、これで満足できなかった小泉はキリスト教の研究に向かうことを決意し、同年秋、渡 

米して米国救世軍士官学校に入学した。十三年、オハイオ州オベリン大学神学部に入学して教育学を専攻し、修士の学位を取る。 

さらにミシガン大学大学院の Ph.D.のコースを終えて帰国。中華民国北京崇貞高等女学校長を経て、第二次大戦後、桜美林短期大 

学教授となり教員養成に打ち込んだ。彼女が自らの体験に基づいて信念を披瀝した著書『男女共学論』(昭和六年)は、第二次大戦 

後日本の教育改革の支柱のひとつとなった共学制の、当時の段階でのもっとも権威ある参考文献のひとつとなったといわれる(清水 

郁子「〈自叙伝〉教えつつ・学びつつ」昭和三十六―三十八年、同「私の入信記録」昭和三十八年、同「男女共学に就て」昭和三十 

年、いずれも『復活の丘』掲載)。 

 

「思想問題」その後 

 

大正十年四月結成された思想団体「赤瀾会」の会員のひとりであった本校生徒山口小静のことについては、山川菊栄の『おんな 

二代の記』(前出)にしばしば述べられている。 

 



大正九年初夏の頃、山川の家へ四、五人の東京女子大学の学生が現われた。沼津の人永倉てる子、倉敷の人貝原たい子、そ 

のほか二、三人と、山口小静だった。貝原は、水曜会パンフレット「ハンガリーの労農革命」附録において、山口のことを次 

のように書いているという。「大正八年の夏、東京女子大学で有島武郎氏の講演があったとき、聴衆のなかの一人の若い婦人が、 

有島氏に挑戦的な質問をして、女子大学の生徒を驚かしたことがある。それが当時女高師文科にいた山口さんであった」(「私 

の会ったアジアの女性たち」同書所収、三四三―四頁)。 

また別の人は次のように書いている。 

「……早くから新しい思想にめざめた山口さんは旧思想に固まっていた女高師の空気にあきたらず、学校は休みがちだった。 

そのときはまだ二十歳になったばかりであったが、非常な勉強家で、文学および哲学に熱中して自分の進むべき道に煩悶して 

いた。その後社会主義の話をきいた山口さんは、自分の進むべき道はこれだと、喜びと熱情を以て社会主義の研究に没頭した。 

……研究に熱中するに従っていつの間にか警察の目が光り学校や家庭を通じて圧迫が加はった。学校からは退学処分をうけ、 

したがって親許からは病身の娘の生活費さえ絶たれてしまった。……」(「ハンガリーの労農革命」附録、西たい子)(同書二二 

五―六頁より再引)。 

小静の父は漢学者で、日清戦争の際従軍記者として台湾に渡り、のちに台湾神社の宮司となった人で、卒業後は娘を女子学習院 

の教授にしたいとの望みをもっていた。ところが小静は山川夫妻らの研究会に参加して、社会主義の研究に没頭するようになった。 

ハンガリー革命の失敗には何か学ぶべきものがあろうという山川均の示唆に基づいて、その資料をまとめ、研究会で報告し、のち 

にそれは『社会主義研究』に掲載された。彼女の先輩であった河崎なつは、「私が十年あまり、方々の学校を教えた中であんな生徒 

はありませんでした。あの人はあなた方の宝ですよ」と山川菊栄に語った(同書、三五一頁)。小静は病気療養のため台湾に戻り、 

台湾の青年のあいだで社会主義グループをつくって研究を続けたが、大正十二年三月、台北の病院の一室でわずか二十四歳の短い 

生涯を終えた。山川均は彼女の思い出を次のように述べたと、書かれている。 

「私の最初の話のあとで、極めて鋭利な質問をした人があった。私はこの簡単な質問によって、この人は得がたい頭の明せ 

  きな人だと思った。……それから数ヵ月の後、彼女は立派なマルキストとして、そしてなおその上に熱烈な革命家として帰っ 

  て来た。同志山口小静氏の死後に至って、彼女が実際運動に投ずる決意のために、愛人との結婚をすてた悲壮な挿話をはじめ 

  てきいた時にも、私は少しも恠〔あやし〕まなかった。彼女は愛人を愛したよりも、無産階級の革命をもっと愛していた」(「私 

の会ったアジアの女性たち」同書所収、三四八―九頁)。 

山口小静は、若い純粋な魂を社会主義の研究に捧げ、そのために退学処分を受けた最初の本校生徒であった。彼女に続いて、数 

十人の本校生徒がいわゆる「思想問題」のため処分を受けた(一七〇―三頁参照)。 

そのひとり塩谷アイの生涯を見てみよう。塩谷は保育運動の分野ではよく知られた人物であり、その研究も少なくない。ここで 

は、彼女の死後、塩谷アイ小伝刊行会が公刊した『塩谷アイと保育運動』(昭和五十五年)その他を手掛りにして、東京女子高等師 

範学校における彼女の生活とその後の歩みを見てみよう。 

新潟生れのアイの生いたちはあまり恵まれていない。母親は四人の子どもを生んでいるが、彼女ともう一人を連れて離婚してい 

る。母親の実家で大きくなったアイは、そこにいたあととり娘の伯母の強い影響を受けて育った。この伯母は家業をきりまわす一 

方で、姪を連れて欠かさず教会に通う熱心なプロテスタントだった。この伯母と母の勧めで新潟高等女学校から本校へ進んだのは、 

昭和三年のことであった。女でも職業を持たねばならないというのが母親の確信であり、アイも教職を目指してこの学校の文科に 

入った。彼女は寡黙な勉強家だったが、これには、抜けきらない越後なまりの恥ずかしさも関係していたらしい。アイが前述の同 

時代の学生・生徒の運動に参加してくる時の様子を、同じく本校生徒で彼女の友人だった亀田リエは次のように述べている。 

「女高師の同室のお友だちで、学生運動に誘ったのは私です。四人一室の部屋で、私ともう一人はすでに活動に参加してい 

て、塩谷さんを誘うのにずいぶん考えました。彼女は口数も少なく、目立たない人だったので、どういう人かと判りにくかっ 

たからです。学校の方針は皇国思想ですぐに失望しました。みんなで相談しあって、『樹』という同人雑誌を発行したりしまし 

た。この雑誌の仕事も塩谷さんは、実にまじめにきちんとやっていました。裕福な人で、駿河台の喫茶店でよくごちそうにな 

りました。学生運動といっても当時は学習会〔が〕主で、共産主義の ABC というテキストで勉強しました。その他にはレポ(連 

絡係)のようなことをやりましたが、財政活動というのでカンパをしたりしました。塩谷さんは気前よくカンパを出しては、足 

りなくなると田舎に頼んでいたようで、お母さんが心配して様子を見にこられたこともあります。私たちのなかでは最後の頃 



に入ってきた人ですが、亡くなるまで活動を続けたのは塩谷さんだけ。初志を貫いたただ一人の人です」(『塩谷アイと保育運 

動』前出、一四頁)。 

卒業を目の前にして退学になった娘のことを知って、母親は「あの子が正しいと考えてはじめた運動だから」とグ 

チめいたことはいわなかったという。アイは、外国への留学、故郷に帰ること、という二つの勧められた途をいずれ 

も断って自活の途を選び、東京の玉成保姆養成所を卒業後、精神薄弱者の施設として知られる大島の藤倉学園を皮き 

りに、保姆としての途を歩んだのである。当時、心理学者の城戸幡太郎(のち北海道教育大学長)を中心に、依田新(のち 

東京大学教授)、山下俊郎、牛島義友(いずれも、のちお茶の水女子大学教授)らによってつくられていた保育問題研究会の 

機関誌『保育問題研究』の昭和十三年四月号に、アイは、「新しい出発」と題するエッセイを寄せているが、そのむ 

すびはこうなっている。 

「『モダンタイムス』のラストシーンのあの遙かな道は、そのまゝ私の新らしい出発のファーストシーンである。そして『モ 

ダンタイムス』の主人公は唯一人の同伴者で満足していたが、私は大勢の同じ保母さん達と手を組んで此の道を歩きたいと願 

ふ。」 

 

「美奈子」の生き方 

 

本校卒業生のその後の生き方を、ドキュメント類を手掛りにいくつかたどってみた。しかし、卒業生のすべてが、ここにあげた 

ような目立った生き方をした人たちではなかった。むしろ、そうした人びとは少数だったといった方がよい。多くは、目立たぬ存 

在としてこの時代を生きてきたのではないだろうか。それでいて、前述の統計的数字のうえに見られるような特色がそこにあった 

とすれば、生活史のうえでのその目立たぬ、しかし社会の平均的女性とは異なった"個性"とはどのようなものだったのだろうか。 

ひとつの手掛りを与えるものとして、次に、栗山美恵(旧姓福森、昭和十四年家事科卒)の半自伝的小説『果てしなく蝶は行きぬ』(昭 

和五十一年)に描き出されている「T 女高師」卒業生の「平凡な」生活史をたどっておくことにしよう。 

この小説は主人公の美奈子が、長い夏休みを終って「東京の寄宿舎」へ帰ってきたところから書き出されている。美奈子は、幼 

い頃、金がなくて医者にかかれないで死んでいく近所の人びとを見て女医になろうとする。そして女医養成の医学校にパスするが、 

「気の弱い娘がそんな職業に一人で立ち向って行くことは彼女のために幸せではない」と判断する父の意思に従って志望を変え、 

「T 女高師」に入ってきたことになっている。「ここなら人間を作ってくれる。そして将来の夫を選ぶにしても医者のように限定さ 

れない。巾広く相手を選ぶことが出来る」と父親は考えたというのである。 

卒業した美奈子は、学校の規則に従ってすぐ高知女子師範学校の教員としてこの「南の国」へ赴任し、人望を得るが、友人の兄 

とのあいだに起った結婚話のため一年で退職する。しかしこれは破談になり、もう一度就職したキリスト教系の女学校もまた、ふ 

たたび起った別の結婚話のためにやめてしまう。「相手の年令は彼女より六つ年上で、東京帝大卒業後本社を東京に持つ有名な A 

会社」の社員で、「いい嫁」「いい夫」になろうとして他人のためにあれこれと「気をつかう」のはまちがいとする「哲学」の持主 

ということになっている。この哲学が理解できず、美奈子は苦しむ。「修養だの、宗教だのっていうのを僕は好かない。生かじり修 

養したと思っている奴は一層始末におえない」と夫にいやみをいわれて、美奈子は悩む。悩みながらも、「偽善は大嫌い」とする夫 

と別れてしまうことのできない日常を、彼女は生き続ける。「私は人形ではない」と心につぶやくのだが、喉元まで出てきている、 

もう一度教師になって外で働きたいという願いを、夫にいうことができない。美奈子は、願いをことばとともに飲み込んでしまう。 

こうして、しゅうと、しゅうとめ、夫、子どもに仕え、近所とも辛くも付き合いながら老いを迎える女として、美奈子は描かれ 

ている。 

「“お豊先生”さよなら」という見出しで、朝日新聞昭和五十七年三月四日号に本校卒業生鈴木豊子(旧姓寺岡、昭和五年文科卒) 

が紹介されている。「三日、都立鷺宮高から名物先生が教壇を去った。生徒は『お豊(とよ)先生』と親しみを込めて呼ぶ。国語担当 

の鈴木豊子教諭(七十二)である』という書き出しで始まるその内容は、ほぼ次のとおりである。 

この日「お豊先生」として最後の教壇に立った。題材は楊貴妃と玄宗の「長恨歌」だった。紺色に近い絞りのりんずに、く 

すんだ浅黄の紋りんず、それに銀色の地に刺しゅうのある帯を締めて立つ姿は、何やら山の手に住む品のいい「おばあちゃま」。 

が、講義はよどみない。よく通る声、はっきりした黒板の字。先生の周りには校内暴力、教師のサラリーマン化と、殺ばつた 



る現場にはほとんど見かけなくなった華やいだ雰囲気があった。 

それは恐らく、昔の女学校にあった優美さと深い関係があるのだろう。「お豊先生」は昭和五年に東京女子高等師範学校文 

科を卒業。「愛の一念をもって教育界に立ちませう」と卒業アルバムに書いた通りに、虎の門女学館、頌栄女子学院などを経  

て、十七年、都立鷺宮高校(中野区若宮三丁目)の前身である府立高等家政女学校に。昔の私立女学校では女教師全員が校長を 

迎えて、テーブルマナーすら教わったという。「お豊先生」が和服で通したのも、いってみればその頃の名残かもしれない。 

毎日違った物を身につけて、洋服一辺倒の子どもたちに着物の色の合わせ方、着こなしをひそかに教えていたのである。帯だ 

けで四十七本持っているというが、着物の方は数知れず。 

礼儀については実に厳しい。始業前には礼、教科書を忘れない、授業中は静かにする。この三つを学年の始めに約束させら 

れた。「お豊先生」は小さい頃、兄弟のひとりでも成績が悪いと、旗本の娘だった母から全員が呼びつけられた。「家門の恥」 

と日本刀で差し違えて死のうと迫られて育った。二十三年から今日まで担当している就職係でも、この厳しさはいかんなく発 

揮された。戦争で父親を亡くし、そのために金融機関から「母子家庭の子じゃ困る」と敬遠された優秀な子が何人もいた時期 

がある。「お豊先生」は義憤を感じた。「子どもたちは何のために、父親を亡くしたのですか。私たち、銃後のために戦地で命 

を落としたのではないですか」と何通も手紙をしたため、銀行に送りつけ、ついに母子家庭の子を就職させる実績を作った。 

就職した頃、すでに二人の子持ちであったから、下の子を乳母車に乗せて、上の子の手を引いて学校に通った。校内に戦時 

託児所があった。職員室にオムツを干したこともある。通学途中の生徒が乳母車を押してくれたことも。「ほんとうに温かい 

学校でした。私がここまで勤められたのも、みなさんのおかげなのです」とふり返った。 

同じく朝日新聞の昭和五十七年三月三日号に、今度は「八十二歳大学生晴れの卒業」という見出しで、本校卒業生の岩水クニエ(旧 

姓高畑、大正十三年理科卒)が紹介されている。それはおよそ次のようなものである。 

彼女は、東京の私立桜蔭学園中等部、高等部での四十五年を中心に合計五十年間、教壇に立ち、数学を教えた。退職後、「何 

もないと寂しいから」と、十年前、玉川大学の通信教育課程に入った。若い頃には東京女子高等師範学校の理科を卒業してお 

り、教員生活の半世紀をはさんで二回、文科、理科両方で大学を卒業したことになる。 

東京女子高等師範学校に入学した時を思い出して、「あの時は文科にも行きたかったのよ」、「理科と文科をやって、人間を 

“成就”してあの世にも行きたいからですよ」、「教員を退職して家庭にこもってもよかったんですが、私、お台所は嫌いで 

……。お勉強が好きだったんです」。 

指導に当った東岸克好教授は「道を究めるというんでしょうか、自分のこだわりを捨て、無心に学ぶ姿勢でした」という。

文献を読んでわからなくなると質問に来る。説明をすると、丹念にノートをとるという。卒業論文は勤労学習を取り入れた「労 

作教育」をテーマにしたもので、彼女は「手も頭も使わないと本当の教育はできないわよ」と話す。成績は、八段階評価のト 

ップ「A」で、卒業生には数えるほどしかいない。通信教育は自宅学習が原則。郵送によるレポートのやりとりが中心で、卒 

業にまでこぎつける人はきわめて少ない。通信教育ではしにせの同大学でも、三十二年間で入学者約十一万人のうち卒業者は 

四、六〇〇人余しかいない。唯一の直接講義を受けられるスクーリングでは、いつも教室の前の方に座り、「若い人と並んで勉 

強できるし、一番楽しかった」と語っている。東岸教授は「建前論でいえば、向上心が支えたのでしょう。しかし、老人の生 

きがいという見方をすれば、参考にできそうです」とも話している。 

 

外国人留学生の「東京女子高等師範学校」史 

 

先に述べたように、東京女子高等師範学校には留学生受け入れの制度があった。この制度を使って本学に留学した外国人のひと 

り沈茲九(留学当時は沈慕蘭と称していた)の場合を見てみよう。 

沈茲九は一八九八(明治三十一)年中国浙江省徳清県生れ。浙江女子師範学校卒業後、杭州で教員をしていたが、五・四運動の高 

まりのなかで「先進的な科学文化がありさえすれば、中国は帝国主義列強の奴隷的な地位から抜け出せる」と考えるようになり、 

「国家を救う」学問を深めようと一九二一(大正十)年秋日本に渡った。日本へやってきたもののお金もなく、日本語も話せない。 

さきに渡日して東京女子高等師範学校に官費留学生として在学中だった趙独歩のところに身を寄せ、漢文のわかる日本人教師につ 

いて日本語を学びはじめた。それだけでは間にあわないので、同宿の日本人が電話をかける時の会話に聞き耳を立てたり、隣家の 



子どもが大きい声で読本のおさらいをするのを自分の「部屋で聞きながら、ときにはあとについて読んだ」りして、日本語をマス 

ターしようと努力した。 

沈茲九は自然科学研究を志して渡日したのだったが、東京帝国大学は女子を受け入れず、私立大学では中国政府が奨学金を出さ 

ないというので、結局、東京女子高等師範学校を選ぶことになる。こうして彼女は、渡日の翌年の春、本校留学生となった。「この 

学校では家政科〔家事科の誤りか〕だけ学生を募集していた」が自分はこれには関心がなかったので「絵画専修科を受験すること 

にした」と彼女は述べている。彼女が「絵画専修科」といっているのは、家事科第二部の改組として大正八年に成立し、昭和三年 

までの九年間だけ本校に置かれていた図画専修科(一三九頁)のことであろう。試験はスケッチと日本語での口頭試問だった。クラ 

スは二十五名、授業は教科書はなく講義ノートだった。同級生の安富淑子(のち安部姓となる)に親切にしてもらい、彼女のノート 

を借りて毎日の講義の整理をした。 

沈茲九は、大正十四年の冬休みに、学校が計画した卒業生の修学旅行に参加した。洋画と日本画の先生に引率された二週間ばか 

りの絵の研修旅行だった。彼女は中国服を着ていたが、どこへいっても親切にしてもらえた。「まわりの暖かい心づかいを受けて、 

異国で生活しているとはまったく思えなかった。毎晩、温泉の風呂に入ったあとは、みな着物を着て輪になって坐った。手を取り 

合って歌を歌ったり、踊ったり、おしゃべりをし、ゲームをした。こんなとき安富さんはいつも大活躍だった。日本の学生はお互 

いに冗談を言うが、『××さんと××先生は恋愛中よ』とか、『××さんと××先生も恋愛中よ』などといって先生をからかった。 

その雰囲気は学校のときとはうって変わり、姉妹のように親しかった」と彼女は当時を回想している。 

大正十四年の末に本校を卒業すると、沈茲九は東京帝国大学の聴講生となったが、その二年後、母校の校長から一通の手紙を受 

け取った。そこには「わが校はすでに高等学校に昇格した。帰国して芸術科主任に就任してほしい」とあった。 

彼女はこうして本校での留学生時代を終り中国杭州に戻るが、帰国すると間もなく始まった第一次国内革命戦争(北伐)のなかで 

転々としながら上海に赴き、一九三三(昭和八)年、絵筆を捨てて『申報』掲載の「婦女園地」欄の編集を担当することになる。抗 

日戦、国内革命戦をくぐり、中華人民共和国成立後は、雑誌『中国婦女』の社長兼編集長、一―五期の全国人民代表大会代表、中 

華全国婦女連合会常務委員などとして活動した(以上、沈茲九「女高師での四年間」『人民中国』一九八二年一月、による)。  

表Ⅲ・40 に、本校に留学した外国人生徒の数と卒業年を一覧にして載せておこう。朝鮮は当時日本の植民地であったから、朝鮮 

(大韓民国および朝鮮民主主義人民共和国)人の生徒は法制上は外国人留学生ということではなかったが、彼女たちもここにその員 

数をあげておくことにしよう。 

 



第四章 お茶の水女子大学の成立 

 

第一節 第二次世界大戦後の教育改革とお茶の水女子大学の発足 

 

戦後教育改革における女子教育問題 

 

昭和二十年八月十四日、日本政府はポツダム宣言の受諾を連合国へ回答した。戦争はこうして終り、「占領時代」という日本人の 

かつて経験したことのない時代が翌日から始まる。十六日には学徒勤労動員が解除され、二十一日には戦時教育令の廃止が決定さ 

れるなど、文部省はいち早くこの「終戦」に伴う必要な措置をとった。 

同年九月十五日、文部省は「新日本建設ノ教育方針」を発表して、「今後ノ教育は益々国体ノ護持ニ努ムルト共ニ、軍国的思想及 

施策ヲ払拭シ、平和国家ノ建設ヲ目途トシテ、謙虚反省只管〔ヒタスラ〕国民ノ教養ヲ深メ、科学的思考力ヲ養ヒ、平和愛好ノ念 

ヲ篤クシ、智徳ノ一般水準ヲ昂〔タカ〕メテ、世界ノ進運ニ貢献スルモノタラシメントシテ居ル」との方針を明らかにした。これ 

は「国体護持」を条件としてポツダム宣言を受諾した当時の政府の方針にそったものであった。しかし、戦後日本の占領下での教 

育改革は、連合国の対日管理政策のもとで、はるかに徹底したものとなる。 

以後の経過を婦人問題、女子教育問題に絞って、しばらくたどってみよう。十月九日に成立した幣原内閣の文部大臣前田多門は、 

ただちに東京都内の主な女子教育関係者を文部省に招いて、将来の女子教育の在り方について懇談会を開いた。同月十五・十六日 

に至って文部省は、「新日本建設ノ教育方針」の普及・徹底を図るため、全国の教員養成諸学校長と地方視学官を、焼け残った東京 

女子高等師範学校の講堂に集めて、新教育方針中央講習会を開いた。前田文相はその訓示のなかで、「女子教育の水準を思い切って 

向上せしめる方針である」ことを強調したのである。 

一方、十月十一日に新任挨拶のため連合国軍 高司令部(以下総司令部という)を訪れた内閣総理大臣幣原喜重郎は、総司令官の 

D・マッカーサーから、婦人解放、労働組合の結成奨励、学校教育の民主化、秘密審問司法制度の撤廃、経済機構の民主化の五大 

改革を要求されていた。こうして十五日に治安維持法が廃止され、二十五日には内閣に憲法問題調査委員会が設置され、十一月六 

日には財閥解体、十二月九日には農地改革の指令が発せられるなど、わが国政治経済機構の全般にわたる徹底的な改革の端緒が開 

かれることになる。同十七日に公布された衆議院議員選挙法改正法では、はじめて婦人参政権が認められた。二十一年四月十日に 

行なわれた総選挙で婦人候補者三十九名が当選した。そのうちには武田きよ(旧姓植野、大正八年文科卒)、山下ツネ(大正九年文科 

卒)、大橋喜美(大正十四年文科卒)という三名の東京女子高等師範学校卒業者が含まれていた。二十二年四月十日の第一回参議院議 

員選挙の当選者のうちには、本校卒業者河崎なつがいた。 

総司令部は、教育に関しては、昭和二十年十月から十二月のあいだに四つの指令を出した。その第一は、十月二十二日の「日本 

教育制度ニ対スル管理政策」についての指令で、軍国主義的・超国家主義的教育の禁止、教師および教育関係者の調査・罷免、教 

科書・指導書などの検討・削除などに関するものであった。三十日には「教員及ビ教育関係官ノ調査・除外・認可」についての第 

二の指令が発せられ、軍国主義者や極端な国家主義思想を持つ者を教職から排除し、軍人・軍属・復員者が教職に就くことを禁止 

し、教職員の適格審査を行なう機関を設置することが指令された。第三の指令は「国家神道・神社神道ニ対スル政府ノ保証・支援・ 

保全・監督並ニ弘布ノ禁止」に関するもので、十二月十五日に発せられた。同月三十一日の第四の指令は「修身・日本歴史及ビ地 

理ノ停止」に関するものであった。これらの指令は、いずれも軍国主義や極端な国家主義の思想を日本の教育から徹底的に排除し 

ようとする、総司令部の意向を表わしていた。この指令をめぐる総司令部と米国国務省、また両者それぞれの思惑の食い違いのな 

かでの前出「新日本建設ノ教育方針」とこの四大指令との関係については、いくつかの異説があるが、ここではこの問題に詳しく 

立ち入る必要はないだろう。いずれにしても、明治中期以来の教育勅語を中心とする国家主義的な教育の理念と政策が、占領軍に 

よって全面的に否定されようとしていることは明らかであった。 

 

以上のような「教育改革」は、本校の在り方にも甚大な影響を与えた。俗に「公職追放」と当時呼ばれた第二指令は、全国 

の大学や高等専門学校関係者のあいだにも少なからぬ該当者を出すことになった。なかには、この指令の出る前に、自ら職場 

を去った者もいたし、「適格審査」を受ける前に自動的に排除の対象となった者もいた。この「公職追放」は、昭和二十七年 



四月九日、講和条約成立とともに終結となる。「公職追放」に関する史料は保存されていないので明らかではないが、「適格審 

査」は、本校でも教官はもちろん、事務官、副手、事務・技術補佐員に至るまでひとりひとりについて行なわれ、報告書が提 

出された(『文部省関係書類』昭和十六―二十四年、および東京女子高等師範学校『教員個人調綴』などによる)。 

教科課程や学校行事などにもたらした影響も大きい。「戦中教育」を受けたまま卒業していった本校生徒を、夏休みの時期を 

使ってもう一度学校に集め、「補習」のかたちで戦時色を抜くための「色揚げ講習」ふうの授業が行なわれた(お茶の水女子大 

学資料室編『終戦時卒業者座談会』昭和四十七年、九二頁)。国家神道との深い結びつきで制度化されていた祝祭日などの行事 

をどう取り扱えばよいかの問題も、かなりのちまで残った。「秋分の日」の取り扱い問題を取り上げた二十三年九月二十日の教 

授会で、校長から文部省の注意が読みあげられると、休業にすべしとの意見が多数を占めた。しかし、学校としては「休むと 

言ふわけには行かぬ」事情もあり、結局、生徒は各自自分の家庭の問題とし、「学校としては記念すべき先生方の墳墓に数名 

の教授代表参拝。但しこれは今回のみにて行事の例とせず」と決める(『教授会議事録』昭和二十三―二十四年度)という苦肉 

の策を取らねばならぬこととなった。翌二十四年四月二十日の教授会でも、校長から「天皇誕生日に関する諮問」があったが、 

「格別の案もなく、今年は休日とし各家庭で祝意を表することにする。五月五日の『子供の日』も同様に取り扱ふ」ことに決 

定した、と同時期の『教授会議事録』は伝えている。 

本校に下付されていた教育勅語、詔勅類は、二十三年に至りようやく目録をつくって文部省に返還した。この時、不要のも 

のは、「歴史的資料」として校長個人が保存するとの方針が取られたようである(『教授会議事録』同前、による)。 

 

このような文部省の女子教育重視の方針と女性解放についての総司令部の指示、および婦人参政権の実現という時の流れの一環 

として、文部省は他の教育改革に先立って「女子教育刷新要綱」を作成し、二十年十二月四日に閣議の了解を得てこれを発表した。 

 

「女子教育刷新要綱 

一、方針 

男女間ニ於ケル教育ノ機会均等及教育内容ノ平準化並ニ男女相互尊重ノ風ヲ促進スルコトヲ目途トシテ女子教育ノ刷新 

ヲ図ラントス 

二、要領 

差当り女子ニ対スル高等教育機関ノ開放並ニ女子中等学校教科ノ男子中等学校ニ対スル平準化ヲ図リ、且ツ大学教育ニ 

於ケル共学制ノ採用ヲ目途トシテ左ノ措置ヲナサントス 

三、措置 

(イ) 差当リ女子ノ入学ヲ阻止スル規定ヲ改廃シ、女子大学ノ創設並ニ大学ニ於ケル共学制ヲ実施ス 

１ 大学学部入学資格ニ関シ、文部大臣ノ指定スル女子専門学校卒業者等ニ付、其ノ入学資格ヲ有スル如ク措置ス 

ルコト 

２ 大学学部入学順位ニ関シ、当分ノ間文部大臣ノ指定スル女子専門学校卒業者等ニ付、高等学校高等科卒業者ト 

同順位タラシムル如ク措置スルコト 

3 大学予科入学資格ニ関シ、高等女学校卒業者等ニ付、其ノ入学資格ヲ有スル如ク措置スルコト 

４ 現ニ存スル女子専門学校中適当ナルモノハ女子大学タラシメル如ク措置スルコト 

(ロ) 女子高等学校ノ創設ハ追ッテ之ヲ考慮スベキモノトシ、差当リ現ニ存スル女子専門学校、高等女学校高等科及専 

攻科中適当ナルモノハ其ノ教科ヲ高等学校高等科ト同等ノモノタラシムル如ク措置スルコト 

(ハ) 高等女学校ノ教科ヲ中学校ト同程度ノモノトナス 

１ 基本的教科ノ構成ヲ中学校ト同等タラシムルコト 

２ 基本的教科目ニ関スル授業日数・毎週時数ヲ中学校ト同時タラシムルコト 

3 教科書ハ中学校ト同一ノモノタラシムルヲ建前トスルコト 

(ニ) 女子青年学校ノ教育内容及修業年限ヲ男子青年学校ト同等タラシム 

(ホ) 大学・高等専門学校ノ講義ヲ女子ニ対シテ開放ス 



１ 女子ニ対シ各学部等ノ講義ニ付聴講生制度ヲ採用スルコト 

２ 教養向上、政治教育、科学教育等ニ関スル大学・専門学校等ニ於ケル拡張講座ヲ開設シ、一般女子ニモ之ヲ 

開放スルコト」 

これはわが国の女子教育史上画期的な措置であったといわねばならない。これによって二十一年二月二十一日に通達された「昭 

和二十一年度大学入学者選抜要項」は、女子を含むものとなった。 

この措置に対して、当時の大学の当局者たちは 初きわめて消極的だったらしい。「翌四六〔昭和二十一〕年一月末、東大の 

事務局長は『もし女子を収容するとすれば本校の定員は高校卒業生ですでに一杯になってゐるからこれと別に『定員外』を募 

集したらどうかと思ふ。もちろん
．．．．

正武の議題に上ってゐない』(傍点引用者)といい、慶大の理事は『婦人の地位向上は福沢以 

来の主張で共学制には賛成だが、具体案は何も決定してゐない』と語っていた。官立と私立の代表的な大学は右のとおりであ 

り、教授会の議題としてとりあげた大学はまだ一つもないとつたえられており、……」(山住正己・堀尾輝久『教育理念』昭和 

五十一年、八四頁)というのである。しかし、この措置は、ひとたび動きはじめるとかなり順調に作動したらしい。関野豊三「戦 

後日本の女子大学の成立――ホームズ女史の助言指導を中心として」(『芦屋大学創立十周年記念論文集』昭和四十八年)には 

表Ⅳ・１のような統計資料が収められている。 

 

旧制大学令による国立女子大学の設立計画 

 

戦争の終結した年である昭和二十年の秋、東京女子高等師範学校は、旧制の大学令に基づく国立女子大学の設立計画を立てた。 

この発案の前提にあったのは、前章に述べた戦前における大学昇格運動の実績と、昭和十五年における教育審議会の官立女子大学 

設立方針の承認、および上述のような終戦直後における女子教育刷新の動きであった。 

戦争終結直後の混乱状態がまだ収まらないうちに、東京女子高等師範学校の教官たちが連日連夜協議して作成した『東京女子帝 

国大学創設趣旨並組織』(昭和二十年十一月二十九日付)と題する謄写版刷りの文書が残っている。「女子帝国大学」というこの名称 

は、今日から見れば時代錯誤に聞こえるが、当時は国立総合大学はまだすべて「帝国大学」と称していた。東京帝国大学や京都帝 

国大学などがそれぞれ「東京大学」「京都大学」などと改称したのは、昭和二十一年十月一日のことであった。この発案が、法制の 

うえで、官立総合大学、公私立大学および単科大学の設置を認めた大正七年公布の大学令にいう「大学」を念頭に置いてのもので 

あったか、それとも、文字どおり、明治十九年公布、大正七年改正の帝国大学令にいう「帝国大学」を念頭に置いてのものであっ 

たかは興味深い点であるが、残されている史料からは判定しがたい。大正七年に大学令が公布されてからは、同令にいう「官立総 

合大学」が帝国大学令の規定する帝国大学であるとの解釈が一般的であったから、大学令にいう「大学」を考えて帝国大学を発案 

することもあながち不可能ではなかったのである。しかしその時でも、これを受け取る文部省側としては、「帝国大学」と名乗って 

いる以上、明治十九年の帝国大学令の適用を考えたものと思われる。 

この「東京女子帝国大学」案の創設趣旨の項は、おおよそ次のごとくである。 

 

「今般衆議院議員選挙法ガ改正セラレ、女子ニ対シテ男子同様ニ選挙権及被選挙権ガ与ヘラレタコトハ、我ガ国空前ノ改革 

  デ真ニ喜ブベキコトデアル。世界ノ歴史ニ於テモカクノ如ク容易ニ而モ徹底的ニ女子参政権ガ与ヘラレタコトハ、蓋シ類例ノ 

  少ナイコトデアラウト思フ。而シテ此ノ欣ブベキ制度ハ民主政治達成ノ目的カラ生ミ出サレタモノデ、必ズシモ日本女性ノ強 

  イ要求カラ起ッタモノデハナイ。随ッテ此ノ制度ガ立派ナ効果ヲ挙ゲル為ニハ、其ノ前提トシテ日本女性ノ教養ノ水準ヲ思ヒ 

  切ッテ引上ゲルコトガ急務デアル。〔中略〕我ガ国女子教育ノ実情ヲ見ルニ、初等教育、中等教育ニ於テハ男女同等ノ教育ガ行 

ハレテ居ルト考ヘテ宜シイガ、高等教育ニ於テハ女子ノ教育ハ大イニ後レテ居ル。特ニ大学教育ニ至ッテハ、男子ノ為ニハ帝 

国大学七校、官立単科大学十一校、公立大学二校、私立大学二十五校ヲ有スルニモ拘ラズ、女子ノ為ニハ一ノ大学モナイトイ 

フ現状デアル。〔中略〕昭和二十一年度ヨリ女子ノ為ニ大学ノ門戸ガ広ク解放〔ママ〕サレタコトハ真ニ喜ブベキコトデアル。 

シカシ男女共学ハ我ガ国ニアリテハ初等教育ヲ除イテハ極メテ狭イ範囲ノ高等教育(音楽学校、美術学校及大学ノ一部)ニ於テ 

其ノ経験ヲ有スルノミデ、家庭及社会慣習カラ俄カニ男女共学ヲ原則トスルコトハ尚早デアルト考ヘル。〔中略〕大学ニアリテ 

ハ、従来ノ大学二於テ共学制ヲ採ルト共ニ、新ニ女子ノミノ単独ノ大学ヲ設ケ、女子ノ希望ニ依ッテ其ノ孰レカヲ選バシメル 



制度ニシタイト考ヘル。〔中略〕昭和十八年以来、国民学校教員養成機関タル師範学校ガ大ニ其ノ教育程度ヲ高メタノニ比べテ、 

中等教員養成機関タル高等師範学校ガ僅カ一箇年修業年限ガ長イダケデハ、中等教員トシテノ指導実力ガ十分トハ考ヘラレナ 

イ。加之〔シカノミナラズ〕、高等女学校高等科、同専攻科、女子専門学校及師範学校等ノ文科、理科ノ教員ニハ、高等師範学 

校卒業者ヨリモ寧ロ大学卒業者ヲ採用スルヲ原則トスベキデアルト思フ。此ノ点カラ見テモ東京女子高等師範学校ニ併置セラ 

レタ女子帝国大学設置ハ大ナル意義ガアルト考ヘラレル。東京女子帝国大学ノ組織ニ二ツノ案ガアル。其ノ第一案ハ文学部、 

理学部、家政学部ノ三学部ヨリ成ルモノデ、女子ノ大学トシテハ女子ノ要望ノ多イ案デアル。第二案ハ文学部、理学部ノ二学 

部カラ成ルモノデ、モシ第一案ノ如ク家政学部ヲ置クコトガ大学法規ノ改正上困難デアルトスルナラバ、差当り家政学部ヲ除 

キテ其ノ研究内容ヲ理学部ニ設ケル案デアル。家政学部或ハ生活科学部ハ日常生活ヲ対象トシテ其ノ科学的研究ヲナス部門デ

アル。〔中略〕本学ノ将来ハ医学部、農工学部ヲ加設シテ女子ノ総合大学タルノ組織ヲ整ヘタイト思フ。」 

 

ここに「家政学部ヲ置クコトガ大学法規ノ改正上困難デアルトスルナラバ」云々の文言が入って第二案が示されているのは、当 

時の国立大学の実体に家政学部が存在していなかったことによる。この問題については、のちにふたたび触れることにしたい。同 

文書に「設置概要」と題して示されているその講座編成は表Ⅳ・２のとおりである。 

講座担当の教授、助教授、および助手は、各講座それぞれ一名、学生定員は文学部各学年一八〇名、理学部各学年三十二名(第二 

案では三十七名)、家政学部各学年二十名、という計画であった。 

この講座一覧に見るように、文学部だけはこれを学科に分けず全体を通じて十八講座とし、各講座専攻を設ける形式をとった。 

同文書の組織の項には、文学部は各講座専攻ごとの、理学部、家政学部は学科ごとの学科課程が示されており、必修科目と選択科 

目に分けて毎週時数・単位数まで詳細にあげられている。教室および研究室については、本校校舎が戦災を被ることなく、附属校 

園を除いても一三〇室あって女子帝国大学設置に十分であることを、創設趣旨のなかで強調している。 

この案は、文部省省議は通ったが、大蔵省段階で国費不足の理由でさし止めとなった。当時の東京女子高等師範学校長藤本万治 

は、後年次のように述べている。「旧制大学令によって国立女子大学に切替えるために、その創設趣意書並びに組織書を作成し、そ 

れに予算概算書を添えて昭和二十年十一月二十九日文部大臣に設置申請をした。その組織は文学部、理学部、家政学部の三学部よ 

り成る専門の大学であった。文部省はこれを受理し、更めて省議に諮り、設置方針を定めてその予算を大蔵省に請求した。しかし、 

戦後日がなお浅く、国費に余裕がないという理由で査定され、後に他の国立大学が設置される時まで延ばされた」(藤本万治「戦後 

における女子高等教育の発展(わが国における女子大学創設事情)」『東京立正女子短期大学論叢(創立記念号)』昭和四十一年)。なお、 

『桜蔭会々報』復刊第五〇号付録(昭和四十一年)にも、藤本の「『お茶の水女子大学』開学事情――日本における女子大学の創設」 

と題する記事が掲載されている。その内容は大体において前掲論文と同じであるが、この時の文部・大蔵両省との関係については、 

「文部省は、これを受理してその設置に同意し、学校長も大蔵省の方へよく説明するようにとのことでありましたので、私は大蔵 

省の当局に詳しく設置趣旨、組織と予算概算を説明しました。……」と述べている。 

この時、本校の大学昇格が実現しなかったことは、本学の歴史にとって小さなことではなかった。その後の戦後大学史を通覧し 

てみると、旧制大学のひとつとして戦後の大学に横すべりした場合と、高等学校、専門学絞などの昇格として戦後の大学になった 

場合とでは、予算面や大学院設置の遅速など、その後の大学としての発展に大きな違いが生じている。本校は、この時、後者の途 

を歩むべく方向づけられることになったのである。 

 

米国教育使節団の報告と女子教育 

 

戦後日本を管理した総司令部は、日本の教育を民主主義の方向へ改革するための勧告を行なう使節団の派遣をアメリカ本国へ要 

請していた。一方、日本政府に対しては、昭和二十一年一月十九日にこの使節団に協力する「日本教育家の委員会」の設置を指令 

した。この委員会は、米国教育使節団の報告が提出される以前に、日本の学校制度を民主化するため、六・三・三・四の学校体系 

についての改革案をすでにまとめていたといわれる。それは第二次大戦前から存在した、宮・民双方からの学制改革案の系統を引 

くものであった。 

昭和二十一年三月はじめに来日した使節団員二十七名は三月末に報告書を総司令部に提出し、総司令部は四月はじめにこれを発 



表した。このように短時日で報告書が完成したのは、先記の「日本教育家の委員会」がこれに協力したからであると思われる。 

報告書は六章から成っていたが、その第六章「高等教育」においては、これを少数者の特権ではなく多数者のための機会とする 

こと、一般教育を取り入れること、大学の増設と自治、学問の自由、女子への開放などが勧告されていた。教員養成については、 

第四章「教授と教師の教育」のなかで、現在の教師の再教育・現職教育を行なうとともに、新たな教員を四年制の単科大学と総合 

大学で養成すべきであると説いた。 

二十一年四月のこの報告書を読むと、二十年十月から十二月にかけての総司令部の前述の四大改革指令が、ほぼこの答申に 

基づいているものであることがわかる。報告書は、教育勅語その他教育に関する勅令類に対する直接の批判や否定は行なわな 

かったがこれを、学校で「儀式に用いることと御真影に敬礼するならわしは……停止されなくてはならぬ」としていたし、「師 

範学校」制度という本校の拠ってきた法制上の基盤を真向から否定していた。 

この米国教育使節団報告書の発表に続いて、文部省は五月十五日に『新教育指針』第一分冊を発行・配布し、さらに第二・三・ 

四分冊を昭和二十二年二月までに発行した。これは二十年秋から文部省が総司令部の指導を受けつつ編集した教師のための手引書 

であって、その第一部後編「新日本教育の重点」(十一月十五日発行の第三分冊)においては、とくに「女子教育の向上」と題する 

章を設け、男子と同等の権利を認められて社会的地位が著しく高められ、また責任も頗る重きを加えるようになった女子の教育と 

教養の向上について、具体的な問題点をあげている。 

 

女子教育研究会と女子大学連盟および大学婦人協会 

 

昭和二十一年の夏、女子教育革新を目指して女子教育関係者の自主的な団体として「女子教育研究会」が設立された。東京女子 

高等師範学校関係者が首唱し、都内の著名な女子教育者・学識経験者二十四名を発起人として趣意書および規約案を作り、同年八 

月二十日付で書簡を発送し、広く同志に参加を求めたのである。この女子教育研究会の設立趣意書は次のようなものであった。 

 

「女子教育研究会設立趣意書 

女子教育は新日本建設をめざす教育方策中、特に重要な分野である。又新しい社会情勢の展開はその画期的刷新に絶好の機 

会を与えている。然るに女子教育問題に関する輿論には必ずしも帰一せるものがなく、研究もまた十分なりと言うことを得 

ない。為に女子教育の革新を有力且つ具体的に推進し得ない憾がある。我等は茲に鑑み、広く女子教育家及び女子教育に特 

別の関心を有する人々と相携へ、新情勢に即応する女子教育革新につき意見を交換し懇談を遂げ、必要な調査研究を行い、 

時宜によってその成果を発表し、以て女子教育刷新に関する有力な輿論を作興し、更にその実現を促進する急務を痛感する。 

これ女子教育研究会を企てるに至った趣意である。」 

 

女子教育研究会は多くの女子教育関係者の賛同を得て、九月十日に東京女子高等師範学校で第一回総会を開き、その事務所を本 

校内に置くこととした。第一回総会では「今後に於ける女子の使命と其の教育」という題目で会員が自由に意見述べたが、中心の 

問題となったのは、男女共学制と女子の高等教育についてであった。この研究会には、総司令部の文化・教育部門を担当していた 

民間情報教育局(ＣＩＥ)のホームズ(Lulu Haskell Holmes)やその他の人びとがオブザーバーとして出席して、アメリカの教育事情 

や女子教育に関する意見を述べ、日本の女子教育を推進するように奨励し、助言した。 

このホームズ女史は戦後日本における女子大学の創設に深く関与した人物なので、ここに簡単にその経歴を記しておきたい。 

アメリカ合衆国ワシントン州のホイットマン・カレッジ(Whitman College)でヨーロッパ史を専攻して一九二一年に卒業し、 

さらにコロンビア大学修士課程で学生補導論(Student Personnel Administration)を專攻して、カリフォルニア州オークラン 

ドのミルズ・カレッジ(Mills College)の学寮主事補(Assistant Director of Residence Halls)、また、高校の歴史およびラテン語 

教諭となる。その後、一九二九年から三六年にミズーリ州のドルアリ・カレッジ(Drury College)の女子学生部長、一九三六年 

からはワシントン州立大学の女子学生部長を務めた。この間、一九三四年に来日して三五年まで神戸女学院で歴史を教え、一 

九三八年にはコロンビア大学で Ph.D.を取得した。第二次大戦後一九四六年にふたたび来日して、総司令部民間情報教育局の 

女子高等教育顧問として四八年まで活動したのち、ふたたびワシントン州立大学女子学生部長を一九五六年まで務め、カリフ 



ォルニア州オークランド市で引退生活を送った(同女史の書翰による)。 

女子教育研究会の第二回総会は十月十日に開かれ、「女子大学特設に関する趣意」を決議した。またこれに先立って、同会規約中 

の事業第三項による女子大学創設に関する意見調査(アンケート)を行ない、全国の代表的な女子専門学校十二校を選んで、生徒八、 

一一一名の意見を集め、また高等女学校十一校を選んで、父兄九七三名から回答を得た。その質問と回答は表Ⅳ・3 のとおりであ 

る。この回答のうち注目すべきものは、共学大学と女子大学のいずれを選ぶかという問いに対して、父兄は前者三一・八パーセン 

トに対し後者七六パーセント、学生は前者六四パーセント、後者三六パーセントという数字である。女子大学をめぐる意識は、当 

時からすでに親と当人のあいだにずれがあったということである。会は、その後毎月総会を開いてさまざまな決議を行なったが、 

そのなかには、新制お茶の水女子大学の発足にも重要な関連を持つものとなる「家政学を大学における専門研究学科とすること」 

という決議がある。この決議の持っていた社会的意味についてはのちに述べる。ホームズはこれらの研究結果や決議を民意として 

関係当局に強く訴えて、実現を期すべきであると勧告したといわれる。 

ホームズはさらに研究会の世話人を CIE に呼んで、女子大学設立を強く希望する者は連盟を結成し、世論を喚起し、民主的な方 

法で実現に邁進すべきであると勧告した。女子教育研究会の会員校のうち女子大学設立を希望する学校は、この勧告を容れて「女 

子大学連盟」を結成することになる。しかしこのような民間からの動きは、この時はじめて起ったのではない。その母胎は、実は 

古く戦前から存在した。すなわち昭和八年の頃から、女子高等教育を前進させる目的のため、日本女子大学校・津田英学塾(昭和十 

八年から津田塾専門学校となる)・東京女子大学の三校が春秋二回協議会を開いて「三校連合会」と称していたのだが、これが戦争 

のため中断していたのである。もっとさかのぼれば、このような動きは、一九一〇年代に入る頃から始まる「新しい女」の運動や、 

女子に大学と高等教育を解放すべく論陣を張った『婦女新聞』その他の民間団体によって源泉を養われたものであった。いかに占 

領軍という強大な権力のうしろだてがあったといっても、この種の運動はだれかのひと声で始まったり、消えたりする性格のもの 

ではないだろう。「三校連合会」は、戦後占領下でホームズの助言により、聖心女子学院専門学校を加えて四校の会となった。四校 

は「加盟諸校が将来において女子大学を設置することを期待しその実現に努力する」ことを目的とする女子大学連盟結成の第一回 

準備会を、昭和二十一年十月に津田塾で開き、正式発会の準備を行なったといわれる(大橋広「日本家政学会設立当時の思い出」『家 

政学雑誌』二○巻五号、昭和四十四年、『日本女子大学学園史』二、昭和四十三年、一六九頁、「戦後日本の女子大学の成立」前出、 

などによる)。 

こうして築かれてきた土台のうえに、東京女子高等師範学校など七校が新たに参加し、計十一校が発起校となって、昭和二十一 

年十二月二十日に全国の公私立女子専門学校に連盟加入の招請状を発送した。二十二年二月八日には十一校の代表により津田塾専 

門学校で「女子大学連盟」の結成式が行なわれた。この招請状には趣意書のほかに相当厳しい加入条件が付せられていたので、結 

局八校が加入を認められ、合計十九校が参加した女子大学連盟の第一回総会が二十二年四月十二日に開かれた。この連盟やその委 

員会が大学創立の基準などについて熱心に研究を重ね、女子大学実現のため大きな努力を払ったことについてはのちにも触れる。 

 

この女子大学連盟の結成に関連して、「大学婦人協会」の設立についてここで簡単に触れておきたい。その母胎は戦前から 

存在した「アメリカ大学婦人協会」(American Association of University Women・略称 AAUW)の日本支部で、アメリカの 

大学を卒業した東京在住の日本およびアメリカの婦人がその会員であった。日本婦人の高等教育の促進について世論を喚起す 

るため日本独自の組織をつくる必要があるというホームズの助言・勧告があって、昭和二十一年九月二十八日に AAUW の会 

員であった四十一人の日本婦人が非公式に日本の組織を結成し、十月十二日に「日本大学婦人協会」(Japanese Association of 

College Alumni・略称 JACA)が正式に発足した。十二月二十一日に八校の女子専門学校(東京女子高等師範学校・日本女子大 

学校・津田塾専門学校・奈良女子高等師範学校・神戸女学院専門学校・同志社女子専門学校・聖心女子学院専門学校・東京女 

子大学)の参加を決定し、二十二年五月に第一回総会を開いた。二十四年の第三回総会で英語名を Japanese Associationof  

University Women(略称 JAUW)と改称、二十八年の第七回総会で東京大学、早稲田大学など共学大学の加入を認め、二十九年 

十一月には「国際大学婦人連盟(IFUW)への正式加入が認められた。三十三年四月には「社団法人大学婦人協会」が認可を受け 

て成立し、その第一回総会を開いた。同協会は創立二十周年を迎えた四十二年に加盟大学三十七を数えた。創立以来国内研究 

および外国留学のための奨学金の授与、国際会議出席その他の国際交流などに大きな実績をあげている(「大学婦人協会――二 

十年の歩み」『大学婦人協会々報』六七号、昭和四十二年、Lulu H. Holmes, "Changes in Higher Education for Women in  



Japan, 1946-48"『同会報』六八号、昭和四十二年、参照)。 

 

教育刷新委員会と新制大学 

 

昭和二十一年八月十日、勅令第三七三号により、教育刷新委員会が、内閣総理大臣の諮問機関として設置された。この委員会は、 

さまざまの内部論争を経た末、十二月二十七日になって「教育の理念および教育基本法に関すること」「学制に関すること」などに 

ついて第一回の建議を行なった。文部省(昭和二十一年十月八日通達)、次いで国会(昭和二十三年六月)で排除と失効の決定が行なわ 

れた教育勅語に代って、この建議にあった教育基本法が、日本の教育の基本の理念を示すものになっていく。文部省は教育刷新委 

員会の建議した要綱に基づいて法案を作成し、まだ新憲法施行前だったので、枢密院・衆議院・貴族院の可決を経て、二十二年三 

月三十一日に法律第二五号としてこれを公布し、ただちに施行した。本校教授会では、同年五月十四日に、同法制定の要旨につい 

ての五月三日付文部省訓令第四号が披露された(『教授会議事録』による)。二十一年十一月公布され、翌二十二年五月から施行さ 

れた日本国憲法は、旧憲法とはうって変って、その第二六条に教育に関する規定を加えた。このことは、教育に関する立法が、勅 

令主義から法律主義へ大転換を遂げたことを意味している。こうして教育の基本理念も、その制度も、すべて法律によって規定さ 

れることとなった。 

教育刷新委員会では、学校体系についてさまざまな意見が出たが、結局六・三・三・四制の新学制案に落ち着くことになった、 

昭和二十一年十二月二十七日の同委員会の第一回建議事項に含まれた「学制に関すること」に、新学制案の要綱がまとめられてい 

たが、これが法案化され、教育基本法と同じ手続きを経て、二十二年三月三十一日に学校教育法が法律第二六号として公布され、 

翌日から施行された。 

勅令によって規定されていた旧制度下の高等教育機関としては、大学、高等学校、専門学校、高等師範学校などがあった。 

これらの機関は、明治十九年以降、大学令、専門学校令などそれぞれ別個の勅令により規定されていたが、学校教育法はこれ 

らすべてをひとつにまとめ、単一の四年制の新制大学として再編成した。それらの勅令はすべ廃止された。大学はこの時、は 

っきりと「学校」の一種となり、新しい学校教育体系の一環として、学校教育法のうちに位置づけられることとなった。同法 

第五二条では「大学は、学術の中心として広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用 

的能力を展開させることを目的とする」と規定されている。旧大学令では「国家ニ須要ナル……」とか「国家思想ノ涵養ニ留 

意」とかいうような辞句があったが、このような国家主義的色彩は払拭された。新制大学は、「学術の中心」たることを期待さ 

れるとともに、「広く知識を授け」とあるように、一般教育を重視し、さらに専門教育を深めて、知・徳・応用の能力を開発す 

ることを目的としている。「大学には、学部のほか、専攻科や大学院を置くことができる。大学院は、学術の理論及び応用を教 

授研究し、その深奥を究めて、文化の進展に寄与することを目的とする」(第六五条)。そのほか大学の設置の認可に関しては、 

監督官庁は大学設置委員会に諮問しなければならない、と規定された(第六〇条)。 

「女子帝国大学」を構想したのちの本校をめぐる学校教育の客観情勢は、いま急速に変転しつつあった。 

 

大学基準の制定 

 

旧制時代の公私立大学の設置認可の基準については、文部省に、大学令(大正七年)の施行規則「大学規程」(大正八年省令一一号) 

を大学行政に適用するに当っての部外秘内規のようなものがあったといわれる。ところが、この内規には「相当ナル」などといっ 

た官僚の恣意的操作に繋がる内容上のあいまいさがあるというので、CIE の強い勧告があって、大学関係者の手で新しい基準を設 

定することとなった。官立および私立の十大学の学長など十名の委員が選ばれて、昭和二十一年十月二十九日に「大学設立基準設 

定に関する協議会」(以来いくたびか名称を変えて、「大学設立基準設定協議会」となる)の第一回会合が開かれ、女子教育関係者で 

はホームズら CIE の関係職員も出席した。この協議会は、はじめ旧制大学の設立基準について審議していたが、十二月二十七日に 

教育刷新委員会が四年制の新制大学についての建議を行なったので、その後の会合から新制大学の設立基準について審議するよう 

になった。二十二年一月十四日に委員が増員され、改めて二十六名(学校側二十三名)が委嘱された。そのうちには東京女子高等師 

範学校・津田塾専門学校・日本女子大学校・東京女子大学・聖心女子学院専門学校の校長や院長が、いずれもまだ法制上の大学に 



はなっていない学校の代表者だったが、加わることになった。このような特例の措置が取られたのは、女子大学における学科課程・ 

厚生補導・施設経営などの基準については特別の配慮を要するということを考慮したからであろう。これら五校はみな前述の女子 

大学連盟結成の発起校で、いわば連盟加入校を代表するものであった。そこで、連盟の研究討議の結果は、のちにこの協議会に反 

映していくことになった。なお新委員のうちには、東京女子高等師範学校の藤本校長のほか、林太郎教授が含まれていた。 

この協議会は二十二年三月二十五日の会合から、CIE の示唆により、これまでの文部省の相談にあずかっていたという性格を改 

めて、自ら座長を選び自主的に運営することとなった。座長には東京工業大学長和田小六が選ばれ、文科系学部・理科系学部・女 

子大学の三分科会を設けて、履修単位・学士号獲得に対する 低要求、一般教育科目と専門教育科目の比、専攻主要科目と選択関 

連科目の比などについて審議した。さらに地方の大学の意見を反映させるため、五月十二・十三の両日に大学設立基準設定に関す 

る全国大学連合協議会が開かれた。この会合で新制大学の概念や大学基準の適用、設立認可などについてホームズら CIE の関係職 

員の講演があり、大学基準を適用するため、大学自体の代表から成る協会(大学基準協会)を設立しようという提案が採択された。 

大学設置基準設定協議会(この頃から「設立」が「設置」となった)の女子大学分科会には前述の五校の代表が参加して、女子大 

学設置基準案の設定を分担し、さまざまな問題をまずそれぞれ自校において調査・研究し、女子大学連盟の委員会とも連絡を取り 

つつ、しばしば女子大学分科会を開いて審議を重ね、成案を得て和田座長に提出した。六月十七日に協議会総会が開かれ、女子大 

学分科会が提出した女子大学基準案は、他の二分科会が提出した案とともに付議され、審議の結果いずれも可決された。同二十二 

年七月七日には、さらに第二回の連合協議会を開いて基準案を審議・採択し、大学基準協会定款案についても審議のうえ原案を可 

決した。翌八日には大学基準協会の創立総会が開かれ、和田小六がその会長に選ばれた。協会は第二回連合協議会が承認した「大 

学設置基準案」を「大学基準」として採用した(この七月八日に採択された大学基準は大学基準協会の『会報』一号、二七―三四頁、 

および『大学基準協会十年史』昭和三十二年、二一八―二三頁、に載録されている)。 

昭和二十三年一月十五日には学校教育法第六〇条に規定された大学設置委員会の官制が公布され、この委員会(二十四年六月に大 

学設置審議会と改称)が文部大臣の諮問に応じて新制大学の設置認可についての審査を行なうこととなった。会の委員長には和田小 

六が就任し、委員四十五人の約半数は大学基準協会の推挙した者が任命され、また同協会の採択した大学基準をそのまま大学設置 

認可の基準として採用し、この基準に従って審査を行なうこととなった。こうして、大学の設置認可権は形式的には文部大臣が持 

つとしても、大学の学問や教育の水準、これを保持するための施設・設備などの要件は、大学自治の理念に基づいて、大学の代表 

者により彼らの定めた基準に照らして相互に審査し、水準の向上を図る体制となったのである。このような仕事を文部省の大学行 

政と独立して大学人が行なうということは、大正二年の京都帝国大学沢柳事件を契機とする大学自治の慣行の成立とはまた性格を 

異にする、もうひとつの大学自治の成立を意味するものであり、いずれにしても、日本の大学関係者にとってははじめての経験で

あった。 

なお女子大学に関する特殊な問題として、家政学部の設置基準の問題があった。これは戦前の大学昇格運動の時から問題となっ 

ていたことで、家政学が学問として体系をなしているかどうかということと関連していた。前述のように戦争終結直後の二十年秋、 

東京女子高等師範学校において、旧大学令に基づく国立女子大学設立の計画が立案されたが、この計画のうちには、家政学部の設 

置が大学法規の関係で困難な場合には、主として理学部のなかに家政学関係の講座を特設するという第二案が含まれていた。これ 

は単に法規だけの問題ではなく、家政学が旧大学令の示すように「学術ノ理論及応用ヲ教授シ並其ノ蘊奥ヲ攻究スル」に値するも 

のであるかという点について、とくに理科の教官のあいだで異論があったからであると思われる。二十年秋の「東京女子帝国大学」 

構想第一案に見られる家政学部の講座編成からして、かつて本校で大きい比重を持っていた裁縫選修の流れをくむ被服関係の学科 

が姿を消し、わずかに特別講座としてひとつだけを認める構成になっていたのも、おそらくこのような事情によるものであろう。 

前述の女子大学連盟結成の際にも、東京家政学院専門学校、共立女子専門学校、東京家政女子専門学校、和洋女子専門学校、大妻 

女子専門学校など、伝統あり有力でもあるが家政科だけの女子専門学校は含まれていなかった。 

大学設置基準設定協議会の女子大学分科会は、女子大学の文・理・家政三系列の基準を作るため、女子大学連盟と協力しつつ、 

大学行政については東京女子大学、文科系については津田塾専門学校、理科系については東京女子高等師範学校、家政系について 

は日本女子大学校が、それぞれ責任を分担して作業を進めた。昭和二十二年四月下旬には女子大学分科会の文・理両系は、一般の 

文科系、理科系の分科会に合流し、家政系の分科会だけを文・理両系と並ぶ分科会とすることとなった。これにはホームズの助言 

が大きく影響した。それから二、三か月のあいだ、日本女子大学校と東京女子高等師範学校の両校の委員を中心として、食物・被 



服などの小委員会をつくり、家政学部の基準について研究を重ねた。「家政学原論」という科目を設定したり、家政学部の目的につ 

いて論議したり、アメリカの大学の家政学部のカリキュラムを参考にするようにとのホームズの助言を受け入れたりして、大きな 

苦心を重ねた末、七月に成案を得た。しかし、家政学が学問として成立し得るか、家政学部が学部として成り立つか、ということ 

について、賛意を示さない人もあるのではないかといくぶん不安があった。日本女子大学校長で大学設置基準設定協議会の委員を 

していた大橋広は当時の苦心のあとを回顧して次のように述べている。 

「酷暑の日のある午後、あまり疲れましたので日比谷の公園で〔文部省の会合の後であろう〕藤本〔本校〕校長とベンチに 

腰をおろして、いかにして道を開こうかと相談しました末、GHQ〔総司令部〕のホームス〔ママ〕博士に相談にまいりまし 

た。博士は明日審議会に出てアメリカの状態を説明すると申されて、翌日会に出席されました。白いお顔をまっかにし、汗 

を流しながら、アメリカでは家政学部が学部として成立していることを説明してくださいました。これは私共の忘れられぬ 

有難い場面でありました。結局家政学部〔基準〕は文科理科合同の審議会にて討議することとなり、同年八月五日〔大学設 

置基準設定協議会の分科会は大学基準協会創立後も各系列の基準について審議を続け、この日に同協議会の中央委員会が開 

かれた〕の午前中、しかも一番 後に提出され、はじめに藤本校長が〔基準〕研究の経過を報告せられ、私が学として成立 

する内容や体系や特色を説明しましたところ、ちょうど正午前でしたが、あっさり一度で通過いたしました。あまりに張り 

きっておりましたので、かえってあっけなく感じたほどでした。全く長い間の苦闘と盛夏の苦熱から解放され、家路につき 

ました」(「日本家政学会設立当時の思い出一前出)。 

こうして、ようやく家政学部の基準が大学設置基準設定協議会で可決・承認され、新制大学における家政学部の設置が確定的と 

なった。かつて明治中期において農学が同じような苦難の道を経て、ようやく大学で攻究するに値するものと認められたという歴 

史がある。家政学と農学はともに幅の広い総合的・応用的学問という共通性を持っていた。明治二十三年に、駒場にあった東京農 

林学校を昇格させて帝国大学(現在の東京大学)の農科大学を設置しようという議が起った時、これに反対して評議員全員が辞表を 

提出する事件があったが、結局辞表は撤回され、農科大学の設置が実現した(『東京帝国大学五十年史』上冊、昭和七年、九七三頁)。 

その後数十年を経て、農学が大学で攻究する学問の一部門であることを疑う者はいなくなったが、家政学も新制大学発足後三十年 

を経てめざましい発展を遂げ、今日の地位を築くに至ったのである(以上家政学部の設置基準設定の経緯については、主として、林 

太郎「新設女子大学と家政学部の創設事情」『東京家政学院大学紀要』一○号、昭和四十五年、によった。同論文の一○―一一頁に 

わが国 初の「家政学部設置基準」が載録されている)。もちろんこの発展の陰には、たとえば本学においても、家政学原論や調理 

学といったそれまでどこの大学の講座にもなかった新分野を、ひとつの学問体系として開拓していくことの苦労があったことはい 

うまでもない。 

以上のようにして設定された大学基準の特徴をいくつかあげておくと、まず第一にこの基準は大学としての 低の要件を示した 

もので、将来の充実への大学の自主的努力を期待し、設置の際の基準にとどまらず、設置後も大学の質的向上を図るため活用でき 

るものとして大学基準と呼ばれ、三十一年十月に大学設置基準が文部省令として制定されるまで、内容に若干の改訂を加えつつ、 

実質的に法令としての基準の役割を果した。第二に、この基準は新制大学に単位制度を全面的に採用することを決めたが、授業時 

間一に対して自習時間二の比率とし、学生の自発的な学習を強く期待している。第三に、「一般教育科目」という学科目群を設定し 

てその開設を大学に義務づけ、これによって学生に幅広い教養を身につけさせようとした。これが新制大学の大きな特徴であるこ 

とはいうまでもない。そのほか学部設置、教員組織、学生の定員・入学、学士号取得の 低要件、施設・設備などについての基準 

も定めている。 

 

新制女子大学の創設 

 

新制大学設置認可の申請を受け入れる体制が整うと、さっそく十二の公私立の学校が申請し、昭和二十三年三月に設置認可を受 

けて、四月から発足した。二十二年三月に学校教育法が公布されたが、文部省はその施行について、二十二年度から義務教育であ 

る小学校と中学校を、二十三年度には高等学校を発足させ、大学は二十四年度から発足さ 



せる方針であった。ところが二十二年秋に、早くも CIE は二十三年度から新制私立大学を発足させるよう文部省に働きかけ、文部 

省は押し切られて十二大学の二十三年度発足を認めざるを得なかった。この十二大学のうちキリスト教系大学が六校(東京女子大 

学・上智大学・聖心女子大学・同志社大学・関西学院大学・神戸女学院大学)、女子大学が五校(日本女子大学・東京女子大学・津 

田塾大学・聖心女子大学・神戸女学院大学)であった。私立大学、ミッション・スクール、および女子大学を重視するのが CIE の 

方針であり、東京女子大学、聖心女子大学、神戸女学院大学などの記録によれば、CIE の関係職員、とくにホームズの積極的な指 

導・助言が強く働いていたようである。ホームズは日本の女子高等教育の発展を熱心に推進したキリスト教信者であり、また女子 

教育の振興が終戦直後からの日本政府の方針でもあったことは、前にも述べたとおりである。これが信教の自由の回復という要請 

と結びついて、文部省側係官をして「属国の悲しみ」と嘆かしめるような、とくにキリスト教系大学と女子大学の早急な、やや無 

理を伴った実現となったのであった。 

当時、文部省の学校教育局長(前第一高等学校教頭)であった日高第四郎は、後年、この時のことを次のように述懐している。 

「同じ日本人でありながら、自分の所に相談に来ずアメリカ人の威光をかりて、自主性の乏しい自分たちの政府を一層窮地 

におとしいれる日本人をつくづく恨めしく思った。同時に過去の文部省が軍部の威光をかりて特に戦時中私立学校をいため 

つけた事実を思い起して、私立が文部省に信用をおかず反感をもっているのも無理もないとあきらめた」(日高第四郎『教育 

改革への道』昭和二十九年、三一九頁)。 

旧帝国大学、官立単科大学、旧制高等学校、大学予科、専門学校、高等師範学校、師範学校などさまざまな水準と形態を持つ旧 

制官立高等教育諸機関を、単一の四年制の新制国立大学へ統合し再編することは、きわめて多くの複雑で困難な諸問題を伴う大事 

業であった。CIE は大学の大都市集中を避け、全国的に教育の機会均等を実現するため、国立大学について一府県一大学の原則を 

貫くよう強く要請した。文部省はこれを入れて、二十三年六月「新制国立大学実施要綱」を定め、十一原則を決定してこれを発表 

した。これらの諸原則のうち、女子大学に関連してとくに注目すべきは、「(五) 女子教育振興のために、特に国立女子大学を東西 

二か所に設置する」の一項である。これについて文部省はのちに、「旧制の大学がおおむね女子にその門戸を閉ざしていたのに対し、 

新制の国立大学は、教育基本法の原則に従い、男女共学の方針を貫くこととされたのであるが、女子教育の特殊性を配慮して、お 

茶の水女子大学と奈良女子大学だけは、女子だけが入学する学校として、女子の高等教育の振興に資するとともに、それらの学校 

の過去の伝統を尊重し継承することとなったのである」と説明している(「戦後における女子高等教育の発展」前出)。 

昭和二十年四月一日に設置された広島女子高等師範学校は、一府県一大学の原則により広島大学のうちに包括され、東京・ 

広島・金沢・岡崎の四つの男子高等師範学校はそれぞれその地方の国立大学に合併された。奈良女子高等師範学校は、一府県 

一大学の原則が適用されると、奈良師範学校との合併ということにならざるを得なかったが、「女子高等師範学校の単独昇格に 

よってこそ、東京女子高等師範学校とともに全国でただ二つの国立女子高等教育機関として四十年の長きにわたって培って来 

た学校の輝かしい伝統と生命永続させうるというのが、教職員・生徒・同窓生の一致した願望であったため、単独昇格の実現 

にこそ転換の中心的課題があった。したがってまた運動のエネルギーの多くもここに注がれた。……しかし C・I・E の原則竪 

持の意志は強く、東京女子高等師範学校が特別な地域事情から単独昇格が内定したのちも、奈良女子高等師範学校のそれの実 

現には困難が予想された。しかし 後は、この問題を直接担当した C・I・E のイールズ〔ママ〕女史に対する学校、佐保会(同 

校同窓会)挙げての強力な直接の説得が効を奏し、東京と同一の取扱いを受けることになり、〔奈良〕師範学校生徒による合併 

昇格の運動とは別個に、単独昇格を実現した」(『奈良女子大学六十年史』昭和四十五年、一三六―七頁)。 

東京女子高等師範学校の単独昇格も決してスムーズに実現したわけではなかった。当時の藤本校長は次のように述べている。 

「東京女高師も 初は独立が危ぶまれ、東京教育大学(前身東京文理科大学)に併合されるという噂が流れていました。CIE 

にホームズ女史よりも後に来日したドクター・カリー女史〔V. A. Carley〕は、日本における教員養成指導の助言者でありま 

したが、東京女高師は教員養成学校であるから、広島女高師のように共学として東京教育大学に併舎すべきであって、ホー 

ムズ女史の考え方は誤っていたと私に二度も申しました。また当時の文部省師範教育課長も後に東京女高師 終の式に臨ん 

で、挨拶の中にカリー女史と同じく東京女高師は教員養成の大学に切替えらるべきであったと申しました。しかし東京女高 

師がその頃七十余年の光栄ある歴史を有し、三代の皇后さまが卒業式に臨まれて、長い間、女子教育に多大の貢献をした由 

緒深い伝統を生かし女子 高の学府として益々輝かしい成果を挙げるようにとお励ましになったことは、本校に関係ある者 

の忘れ得ないところでした。この立派な伝統ある学校が他に併合されてその光栄ある歴史を閉じるということは、何として 



も忍び得ないところでありました。仮りにカリー女史の方がホームズ女史よりも一足先きに CIE に来ていたら、東京女高師 

も広島女高師と同じ運命をたどったかも知れません。しかし、私どもの東京女高師の女子大学切替えについての不安は、こ 

の国立新制大学実施要領〔新制国立大学実施要綱〕の発表によってはっきりと独立の国立女子大学となることが明らかにな 

ってやっと安心しました。原則第五に『特に』とありますが、全国七十二校の国立大学の中で、ただ二校だけ、女子大学が 

設置されたことと思い合わせて、国立女子大学の誕生の異例であったことをしみじみ感ずる次第であります」(「『お茶の水 

女子大学』開学事情」前出)。 

東京女子高等師範学校と東京文理科大学および東京高等師範学校は、地理的に見ても道路を隔てて相対した近距離にあり、両者 

の学校としての性格や歴史から見ても、合併してひとつの新制大学になるのが当然であるという考え方が校外において広く存在し 

たことは、自然であったともいえよう。しかし本学教官は一致して単独昇格を希望し、これが実現したのである。なお、この昭和 

二十四年五月三十一日設置の文部省所轄の新制国立大学全六十九校中、単独で一大学を成したのは七校で、うち本学を含む二校が 

女子大学であった(新制国立大学は昭和二十七年に七十二校となる)。 

 

「東京国立女子大学」設置認可の申請 

 

ここで話を少し前に戻そう。東京女子高等師範学校は、女子大学連盟に加入していた私立女子専門学校と同様、すでに昭和二十 

二年秋、校内に「大学設置準備協議会」(間もなく「大学設置準備委員会」と改称)を設けて準備に取り掛った。この委員会につい 

ては次節で再述する。全校教職員が協力して設置申請書を作成し、校名を「東京国立女子大学」として、十二月十二日に文部省に 

提出し、校長は二十一日に文部省に出頭して設置計画を説明した。 

昭和二十年から二十一年にかけての東京女子帝国大学案の流産のあとをうけて、本校側の大学昇格への具体的な動きはしばらく 

止っていた。ところが、二十二年五月の教授会で、その頃教育刷新委員会が提起していた「学芸大学」案が問題となった。そして、 

この日の教授会で「本校は学芸大学としてではなく、総合大学或は単科大学として昇格し、更に女子大学であり、尚教員養成のた 

めの完備した科を持った大学となることを目標として努力すること」との目指すべき大学像の決定が行なわれた(『教授会記録』に 

よる)。東京国立女子大学設置へ向けての本校側の動きは、この線の上に出てきたものである。上記協譲会(委員会)でまとめた決定 

が、同年九月十七日の教授会に報告されたが、そこでも、大学の規模は「宿題」としつつも、総合大学、女子大学、単独昇格大学、 

教員養成の課程を備える大学、の四点は再確認された。ところが十一月五日、ふたたび「大学問題」を教授会が議題にした時は、 

「教員養成トイフコトヲ従来ノ如ク強調セズ」との校長説明が行なわれた。この方向は、同年十一月二十九日成案の上記文部省提 

出文書に如実に現われている。二十九日付の『東京国立女子大学創設趣旨並組織』と題するこの謄写版刷りの文書は、文学部・理 

学部・家政学部三学部を置き、将来さらに大学院・医学部・農学部(他の書類では法学部・厚生学部)などを増設し、総合大学とし 

ての完成を期するとして、表Ⅳ・４のような学部学科講座組織を構想している。 

このほかに、全学共通講座として一般教養科目(昭和二十五年から一般教育科目となる)二講座および教職用科目一講座を置き、 

また家政学部共通学科として一講座を置く、計四十講座編成、というものであった。そして開学は、CIE の勧めにより、他の私立 

女子大学と同様二十三年四月一日とされていた。 

ところがここに難問題が起った。文部省は前述のように昭和二十四年度から新制大学を発足させる方針であったが、CIE の圧力 

により公私立十二大学が二十三年度から開学することとなった。しかし国立の学校は、大蔵省の予算の承認もいるし、法制上の手 

続きも必要であったので、一校だけ早く設置して二十三年度から開学することは手続き上不可能であるとして、文部省は東京女子 

高等師範学校の申請を受理しなかったのである。この点に関して当時の本校校長藤本万治は次のように述べている。 

「私は文部雀の方針はわかっていましたが、ホームズ女史のこれまでの女子大学発足に非常な熱意を注いでくれたことを考 

え、ともかくも私立女子大学とともに申請書だけは出して置こう。なお前年には、東京女高師は、旧制大学令による東京女 

子帝国大学の設置申請書を提出し、文部省はこれを受理したが、大蔵省の予算査定で延期されていた。一応は省議において 

女子大学設置の趣旨だけは通ったことであるし、また東京女高師が先頭に立って女子大学連盟を作り、その中、私学側の五 

校はすでに設置認可にきまっている。東京女高師教授会は満を持して女子大設置を望み、卒業生は期成大会を開いて母校の 

昇格を願っている。それらの盛り上った願望を決して失望・冷却させてはならないという考えから、私は強い意志表示をし 



ていたわけであります。しかし、文部省は頑として申請書を受理してくれない。ホームズ女史の方では、私に申請書を出し 

たかとしきりに促がしている。東京女高師の申請書は宙に迷っている有様でありました。東京女高師は、この機を逸すれば、 

国立女子大学の出現が危ぶまれる恐れもありましたから、二十三年度設置の成算はなかったけれども、校内および卒業生の 

緊張を弛めるわけにはいきませんでした〔二十三年二月には校内の大学設置準備委員会の実行委員会が開かれて、衆議院や 

参議院の文教委員、大学設置委員会の委員に働きかけ、二月四日には国立女子大学設置促進大会が本校講堂で開かれた〕。東 

京女高師のこうした態度に対して文部省当局や大学設置委員会の一部では、これを非難する者もあったそうですが、やむに 

やまれぬ立場であったのであります。こうして二十三年度を迎え、私立〔女子〕大学五校を含む私立大学十二校は設置認可 

され、二十三年度から開学し、ホームズ女史は帰国しました〔林太郎「新設女子大学と家政学部の創設事情」(前出)によれ 

ば、同女史は女子大学ができるまでは帰国しないと本校の湯浅年子教授に語ったと聞いたが、二十三年三月末、日本女子大 

学など五つの女子大学の設置の文部大臣の認可が決まるまでがんばって、各大学の開学式を待たず四月下旬帰国したとある〕。 

東京女高師の昭和二十三年度大学設置の要望は、時とともに延ばされ、二十四年度を待つ外はないことになりました。〔中略〕 

大学設置委員会は、文部省が国立大学の設置は二十四年度ときめているのに、委員会で審議するわけにはいかないと、和田 

委員長は私に無理しないようにと忠告するような次第でありました。教授会ではいろいろ協議の結果、とうとう二十三年度 

設置の主張は改めて、他の国立大学と共に二十四年度設置することにしました」(「『お茶の水女子大学』開学事情」前出、 

による)。 

このような文部省側との交渉経過は本校教授会にも報告されて記録に残っているが、その内容はほぼこのドキュメントどおりの 

ものである。なお、二十三年一月の教授会の記録によると、前年十二月二十一日の交渉で、文部省の課長から「旧制大学ナラバ去 

年ト同ジ趣旨(東京女子帝国大学のこと)デ行クナラバヨシ」との示唆もあったという。 

 こうして、他の新制国立大学と同様に昭和二十四年度発足ということになり、文部省から配布された「大学設置認可申請書記載 

様式」に従い、校内の大学設置準備委員会において種々の事項を熟議して、もう一度書類をまとめなおした。この書類、すなわち 

『東京国立女子大学設置認可申請書類』(謄写版刷り)によると、二十三年五月十九日に文部省より示された「国立新制大学切替え 

措置要領」に基づき、「単独で大学となる場合にはそれぞれの学校の学科を基礎として整備する」という方針を厳守し、既設の学科 

の基礎のうえにきわめて堅実な学部・学科を編成したということである。これは前述の「新制国立大学実施要綱」の「前文」に「な 

るべく経費の膨張を防ぐ」とあった方針に基づいたものであろう。このたびの新制では、教育学部を加えて四学部とし、同学部に 

教育、体育の二学科を設け、五講座を置き、理学部より一講座を減じ、計四十一講座、一般教養科目は各専門学科で、教職科目は 

教育学部で受け持つ、という案であった。この大学がいわゆる「学芸大学」のひとつであってはならない理由は、次のように説か 

れた(付録書「東京国立女子大学の性格について」による)。 

    

   「一―五 〔略〕 

六、女子大学はすべて学芸大学でなければならないという理由は、法規の上からも教育理念の上からも見出すことは出来ま 

せん。全国にせめて一校は小規模でも学芸大学でない専門的な教授研究をする女子大学があることはわが国の女子教育向 

上のために必要であると思います。 

   七、学芸大学としての女子大学は私立でも公立でも比較的容易に設置することが出来ますが、女子の専門大学は現下の経済 

事情では国立でなければ設置は困難であると考えます。殊に理科系の大学又は学部においてそうだと思います。 

八、我が国に も欠けていてその養成を切望されているのは各分野にわたって指導的地位に立つ女性であります。かゝる女 

 性を養成するのが本学の使命とするところであります。 

九、文化の程度が進めば、指導的人物は単に総合的な教養のみを修得した者の間からは求め難くその教養には専門的攻究の 

 裏付を必要とすることは明瞭であります。女子にあってもこの事は男子の場合と同様であります。 

一〇、本学は前項(八、九)の要求をみたすために女性に適切な専門の分野を選ばせ、それに適合する研究指導をなし得る機関(教 

員・施設)を有しております。 

理科系の女子の研究機関としての大学はまだ一つもありません。本学は幸に他の女子の学校に比し特にその研究機関が 

整備しております。なお家政学・教育学・体育学の研究施設及び図書館等においても専門的研究の出来るようになってお 



ります。 

一一、本学にはすでに諸般の専門的研究機関がありますから、なおこの施設を充実し、また教員の研究費を相当に支給される 

ならば一層研究指導の機能を発揮し得ることが期待されます。これまで本校の教員は研究費乏しく、学外の研究機関を利 

用してまでも研究業績を挙げている者も多くありましたが、もし本学が専門研究に不利なたゞ高い教養を授ける学芸大学 

となるならば、研究と指導に熱心な教員の失望は測り知れないものがあり、且つ学生の研究心も鈍って来ることを憂える 

ものであります。 

一二、一般の専門学校は三年を修業年限とするのに本校は四年であります。その履修するところが選修の学科であったため他 

の専門学校から転任して来た教授はみな本校の学科課程の他の専門学校より程度の高いことを認めております。いわば本 

校は旧制の大学と高専との中間にあると申してよろしいと考えられます。したがって、教員も施設もそうした地位にある 

と思います。もし高専の大学切替が専門大学として認められるならば、本学も当然専門大学であるべきで一般の女子専門 

学校、師範学校の切替と同様に学芸大学となされることは国の損失であると考えます。」 

この四学部案がまとまってくるについては、校内でさまざまの意見の交換・調査があった。その経過を教授会の記録その他を手 

掛りにして簡単にたどっておこう。 

昭和二十三年七月提出のこの申請書類は、文・教・理・家の四学部案になっているが、同年四月の教授会の記録によれば、この 

段階では、文(哲・史・地・文)、理(数・物・化・生)、家(児・食・被)、教職用科目、とされていた。また、同記録によれば、この 

移行期に消失していた体育科開設の希望が述べられ、「将来の計画として女子体育の学科を設ける予定」との校長報告が行なわれた。 

これに関連して、「家政学部に体育科をおくのは一時的の事」とされたいとの希望が述べられたり、音楽科の独立案が出たり、さら 

には、中国文学開設希望が出るなど、さまざまの試行が行なわれた。同年五月十九日の教授会での校長報告は、「単独で国立女子大 

学とすることに省議が決定〔内定か〕した」旨を伝えているが、この時の報告では「当初は人文学部、理学部、家政学部を以て発 

足する」となっている。この時にはまた、哲学科から教育学科を分離する案、体育学科案などが準備委員会報告として校長から発 

表されたり、附属の幼・小・中・高をどうすればよいかをめぐってさまざまの案が出るなど、この段階になっても事態はきわめて 

流動的であった。同年七月二十一日の教授会ではじめて教育学部設立案が正面に出てくる。教授会の記録によれば、この案は、文 

部省(師範課)および総司令部からの強い要求に基づくものであった。これに対して本校側では、昇格案を通すためには仕方ないと 

はいうものの、「いわゆる師範大学の形」を復活させるのは反対であるとの教官の意見が出てくるなど、この学部をめぐってさまざ 

まの思惑が交叉したようである。教育学部設置に関する校内委員会の報告によると、教育講座を学部とする第一案、体育学科、児 

童学科を教育学部に包含する第二案、などの案の可能性が探られた。 

申請書類上の教育学部は、結局、三講座からなる教育学科と、問題になっていた体育学科(体育学・体育医学)の二学科とから成 

るものに落ち着いたのだが、いよいよ審査が始まると、その過程で「音楽学を教育学部のなかに入れて学科にしたらどうか」とい 

う案も出たと、のちの教授会記録(昭和二十三年九月二十二日)は伝えている。この過程で提起されたさまざまの要求や問題点はこ 

れですっきり片付いたわけではなく、大学としての昇格後も、いろいろの機会に、類似の問題として表面化してくるのである。 

申請書の示した四学部の講座編成は、表Ⅳ・５のとおりである。書類は、七月三十一日に文部省に提出され、受理された。八月

三十一日から大学設置委員会が書類審査を開始し、東京女子高等師範学絞は真っ先に審査を受けることとなり、同委員会の第四審

査会(千葉医科大学長小池敬事が主査)が審査に当った。九月二十一日に同審査会の委員六名(小池主査のほか日本女子大学長大橋広、 

明治大学総長近藤民雄など)が来校して、実地調査が行なわれた。この調査は午前九時半から午後七時までかかり、その結果、(一) 

「国立」の語から受げる印象を避けるよう名称の変更を考慮すること、(二)一般教養に相当数の専任教官を配置すること、(三)学生 

定員を入学当初から学科別に定めず、せめて学部別にしてはどうか、(四)履修単位について必修を少なくし、学生に選択の余地を 

与えること、などの指示があった。 後に懇談の時、小池主査が、施設・設備などは大体よろしいが、大学の性格が問題であると 

いったので、本校教職員は、先記のように「学芸大学」ではないことを主張してきたという背景もあって大きな衝撃を受けた。こ 

の問題については、当時の本校側の責任者であった藤本万治校長の証言があるので、次に、これを引用しておこう。 

 

「かねて、東京女高師は、全校を挙げて、また卒業生もみな、女子の 高学府の伝統を守り、新制大学としては、女子の専 

門の学術研究の府として成長しようと、ここ三年にわたって主張して来たのに、今その性格な一転させられては一大事である。 



よって審査員と別れるに臨んで、本校の性格については、後日更めて十分に話し合いたいと約束しました。 

この実地調査の際指示された事項に対しては、一般教養に関する事項等、一々修正を加え、文書をもって九月二十五日回答 

しました。ただし、 大問題である大学の性格については、一歩も譲ることができません。回答書に詳細に本学は独立の新制 

国立女子大学であって、あくまで専門の学術を研究教授する学府で、ただ高い教養を与えることを目的とする教養大学や教員 

養成を主とする学芸大学ではないことを強調しました。そうして、私は小池主査を始め、文部省学校教育局長〔日高第四郎〕、 

大学設置委員会委員長和田小六氏等に面会して、東京女高師の望んでいる大学の性格をじう〔ママ〕ぶん説明して了解される 

よう懇請しました。小池主査は、東京女高師の望んでいる大学の性格は、東京大学のようなものですか、と聞かれたので、私 

は、東京大学は総合大学として完備したもので、とても及ばないが、その性格においては、小規模ながら同じでありたいと考 

えている、と答えました。小池氏自身の考えははっきり申されなかったが、リベラルアーツカレジの性格を望んでいたと推察 

されます。小池氏は、……特に女子大学にはそれが相応(ふさ)わしいと考えていたということを、小池氏を知っている人から 

後で聞きました。……学校教育局長は、私が十月一日文部省に出頭して面会したとき、……計画されている四学部で編成され 

る学芸大学の性格を有するものであって欲しい、専門に偏しない総合的研究をする学芸大学(リベラルアーツカレジ)は、決し 

て程度の低い大学ではない、模範的学芸大学であって欲しい、と新しい行き方を勧めました。学校教育局長の意見と小池主査 

の考え方とは同じであったか異っていたか判明しなかったが、私は従来の主張通り専門の学術研究の大学の性格を改める考え 

はありませんでした。また和田委員長には、翌十月二日〔に〕会って自校の計画を説明しましたが、和田氏は、専門大学を希 

望するなら、そういう組織をもっておればよろしいのである、委員会はぜひ学芸大学にしようというのではない、しかし、文 

部省の考えも開き、第四審査会の報告も聞いた上でよく考えよう、と答えました。 

十月五日、文部省教育施設局長室において、約束通り、第四審査会委員と文部省学校教育局当局並びに本校側(校長・教授代 

表・事務官)との間で、東京女高師の設置申請している女子大学の性格についての懇談会が開かれました。九月二十一日の実地 

調査の際指示された不備の点については、指示された通り学校側が修正をしたので、了解を得たが、当日の主題である大学の 

性格については、小池主査と文部省側大学課長との間に問答が重ねられました。他の委員の意見もあり、学校側の答弁もあっ 

た結果、遂に小池主査から文部省当局に対し、『要するに東西に設置される二つの国立女子大学(東京・奈良)の性格は、一般教 

養をもった専門の大学ですね』と確かめたところ、大学課長より『そうです。専門の大学で学芸大学などとは呼びません』と 

はっきり答えました。ここで、学校の主張通り、国立女子大学の性格は専門大学であることが確認されました。しかし、東京 

大学のような総合大学ではなく、二つ以上の学部を持つ専門の復合〔ママ〕大学ということに性格づけられました。なお、一 

委員は、学芸大学は望ましくない、従来の教員養成の学校にあった師範学風の欠点に陥らないように望む、という意見も陳べ 

られました。 

次いで十月六日の大学設置委員会第四審査会において、一応申請通りに承認されたが、昭和二十四年三月七・八・九・十日 

の合同委員会において、東京女高師申請の女子大学四学部は、組織が大きすぎる、二学部とされたい、という意見が出ました 

ので、これを教授会に謀り〔ママ〕、文教育学部・理家政学部の二学部に縮小し(奈良女高師も同様二学部)、講座数は大体原案 

のままということで、合同委員会を通過しました。 

昭和二十四年三月十六日、大学設置委員会総会が開かれましたが、その前に私は小池主査に会い、東京女高師の理家政学部 

は、なるべく早い時期に理学部・家政学部の二学部とするのが適当であると報告してもらいたいと頼みましたところ、小池主 

査は快く了解して、その通り総会において報告してくれました。これが家政学部の独立に役立ちました。これでいよいよ東京 

女高師申請の女子大学は大学設置委員会で承認されました」(『お茶の水女子大学』開学事情」前出)。 

以上のような審査経過を経て、昭和二十四年三月十六日の大学設置委員会総会で、四学部案は修正を受け、文学部(哲・史・地理・ 

文学・教育の五学科)と理家政学部(数学・物理・化学・生物・家政の五学科)の二学部から成る大学を昭和二十四年度から開設する 

ことを、いくつかの履行条件を付けて、「可と認める」という「審査の結論」が出されたのである。 

 

「お茶の水女子大学」の名称と発足 

 

東京女子高等師範学校が転換して設置される国立女子大学の名称については、数少ない国立の女子大学であることを表わすため、 



「東京国立女子大学」とすることに教授会で決定して、申請書にもそのように記して提出した。ところが前述のように大学設置委 

員会はこの名称を問題にした。その大筋は「東京大学・東京女子大学とまぎらわしい名称は避けられたい。また国立という名称は 

避けることが望ましい。(あとは文部省当局と学校側で善処されたい。)」というのであり、この意見を「備考」として「審査の結 

論」に付したのであった(綴『新制大学設置に関する参考資料』昭和二十二・二十三・二十四年、による)。昭和二十四年三月二十 

六日に、文部省の大学課長から校長に電話連絡があり、新制大学設置の法制的措置を急いでいるので、「明後日までに」改めてほし 

い、それまでに申し出なければ「文部省の方で決める」ということであった(『教授会議事録』昭和二十三―二十四年度)。そこで 

本校側は、急遽翌日臨時の教授会を召集した。席上、いま一度原案のままを求める「了解運動を」との声もあったが、これに賛成 

する者が少なく、各教授からそれぞれ希望する名称を書き出すことになった。その結果、二十九の名称が出た。そのなかから投票 

によって三つを選び、さらに一つに絞ろうとしたが、これは失敗した。そこで、上位二者の決選投票をして、この日、「大塚女子大 

学」の名称を選んだ。二十八日には、卒業生の団体である桜蔭会の意見も聞いたが、前回二十七日の臨時教授会は定員に満たない 

懇談会形式のもので、決定権を持たないものであった。そこで、文部省に延期を申し出て、二十九日にふたたび臨時教授会(このた 

びは定数に達する)を開いた。この教授会で、前回の候補名にさらに新しく出できた名称も加えて審議を行ない、 後に、投票第一

位になったのが「お茶の水女子大学」という名称であった(以上『教授会議事録』昭和二十三―二十四年度、による)。 

「お茶の水」というのは、前に述べたように、本校が大塚へ移転する前の所在地御茶の水に基づく通称であり、伝統をよく 

表わしていて、他の校名とまぎらわしくなく、世間にも通りがよい、ということであったようである。これに対して、「お茶の 

水」というのは附属高等女学校の俗称として通用しているものではないか、という論もあったが、外に対してはこの名称が  

も通りがよいとしてこれに決め、同窓会も附属校園も賛成であったので、文部省の内意を聞いたところ、他の名称にはどれも 

反対であったが、「お茶の水女子大学」ならばよいと同意したので、この名称に改めて届け出た。現在は御茶の水の地に所在し 

ているわけではないが、これは、旧東京商科大学が元の所在地に基づく通称を採用して「一橋大学」と称しているのと、軌 

を一にしているわけである。 

なお、この時、表記法としては、教授会の記録には「お茶乃水女子大学」「お茶の水女子大学」の二つがある。お茶の水女子

大学の英文名をどうするかはその後長く統一見解を持たなかったが、昭和四十二年六月三十日の評議会は、これを Ochanomizu  

University とするとの「確認」を行なった(『評議会議事録』による)。また、徽章については、二十五年六月、企画委員会の 

決定に基づく学生投票の結果、茶の花に「大学」、鏡に「お茶の水」、鏡に桜などが候補としてあがり、これに家政学部より提 

出のものなども加えて、さらに学生投票させた結果を教授会で決定するという手続きをとった。こうして決ったのが、現在も 

使われている茶の花に「大学」と記した徽章である。 

 

こうして大学の名称も決定され、昭和二十四年五月三十一日に国立学校設置法が公布されて、六十九の新制国立大学が発足する 

こととなった(十一月に東京高等商船学校が運輸省から文部省に移管され、東京商船大学となったので、七十校となった)。旧制国 

立の高等教育諸機関は二七〇校ほどもあったが、これらをすべて個々に大学基準に基づく新制の大学に昇格させると、教職員・諸 

施設などを大幅に増員・拡張しなければならず、そのための経費は巨額に上り、当時の国家財政の状態ではとうてい支出できるも 

のではなかった。そのため政府は CIE が立てた「一府県一大学」という原則をいわば利用して、多くの旧制大学や高等学校、専門 

学校、師範学校などを整理・統合することとなったのであった。程度や性格を異にする大学や学校を統合して新制大学にするため 

には、きわめて多くの困難な問題を解決しなければならなかった。実際、そのいわば後遺症はその後も長く続く。幸いお茶の水女 

子大学は単独で昇格したため、統合に伴う苦悩を味わうことはなかったが、旧制高等師範学校の学科を基礎とし、その人員や施設・ 

設備をおおむねそのまま受け継いで大学となったため、研究費や人員、施設・設備の不足という事態が起り、さまざまな悩みを抱

えることとなった。これはお茶の水女子大学だけの問題ではなく、新制の国立大学はすべて、旧制時代の財政格差をそのまま引き

継いで出発し、やがて講座制・学科目制の区別、博士課程を置く大学、修士課程だけを置く大学、大学院のない大学など、財政上 

の格差が拡大して、四年制大学の平準化・単一化という当初の理念とは程遠い状態となっていくのである。そして、この現実が、 

のちの高等教育の多様化論につながっていく。このように、単独に昇格した小規模大学のため、予算の不足というような悩みを抱 

えることになったのだが、それでも、数十年来の希望であった大学昇格、しかも数少ない例外としての国立女子大学、教員養成を 

主とする学芸大学や単に高い教養を授けることを目的とする教養大学ではなく、女子の 高学府であったという長いあいだの伝統 



と自負を背景として、専門の学術を研究・教授する専門大学のひとつに昇格したことは、教職員、生徒、卒業生一同の大きな喜び 

であった。 

大学昇格のため多大の努力を払った東京女子高等師範学校の 後の校長藤本万治については、昭和二十四年五月十八日の教授会 

で一致して新発足の大学の学長に推薦し、この旨を文部省に連絡し、教授資格は教育学・教育行政学とした。しかし、文部省との 

交渉の過程でこの案は後退し、旧制第二高等学校長であった野口明(一八九五―一九七九)が、五月三十一日付でお茶の水女子大学 

の初代学長に任命された(本学が、学長を教授会の総意に基づいて決めるようになるのは、次期からである)。藤本は六月に新制愛 

媛大学長に転じた。事務局長(清水文平)や庶務課長(細井専)、会計課長(金沢源)も任命され、初年度に大学の講義を担当する教授、 

助教授、講師は三十日付で発令された。東京女子高等師範学校はお茶の水女子大学に包括されて存続し(二十七年三月まで)、前者 

の教官も後者の教官を兼ねて授業を担当し、両校の教授会は平行して開かれた。学生部長(森悌二郎)、附属図書館長(久米又三)、厚 

生課長(花村正道)、学生課長(中田はる)、教務課長(林謙二)、図書館事務長(茂手木元蔵)も相継いで発令された。六月二十九日には 

各学部学科の主任が決り、年令制限その他の事情があって、手間取っていた各学部の初代の学部長(文学部長飯本信之、理家政学部 

長久米又三)も、十一月三十日付で発令となった。 

この大学発足時の事務組織は次のように定められた。 

事務局   庶務課(庶務・人事・文書渉外) 

会計課(総務・出納・用度・施設) 

学生部   学生課(寮務) 

厚生課(庫生) 

学 部   教務課(庶務・教務) 

附属図書館 事務部(庶務) 

注 ()内は係名 

このようにして陣容を整えた大学側は、六月八日から十二日に入学希望者の学力検査と身体検査(出願は五月十三―二十六日)を 

行なった。そして、十七日には入学者選考に関する教官会議を開いて、文学部八十六名(そのうち東京女子高等師範学校文科一年か 

らの入学者三十八名、同二年から一名、同家政科一年から一名、計四十名、奈良女子高等師範学校から一名)および理家政学部九十 

名(そのうち東京女子高等師範学校理科一年からの入学者三十三名、同家政科一年から十三名、計四十六名、奈良女子高等師範学校 

から二名、広島女子高等師範学校から一名)、計一七六名の合格・入学者を決定し、十八日に発表した。女子高等師範学校の在校生、 

卒業生も他の女子等門学校や旧制高等女学校専攻科、新制高等学校(旧制高等女学校や中学校から移行したもの)の出身者と同等の 

資格で受験したわけである。文学部教育学科の体育学専攻では第二次の入学者選考が行なわれ、さらに二名が合格したので、入学 

者総計は一七八名であった。六月二十八日に新入生に対するガイダンスが行なわれ、七月一日という学年暦としてはやや変則の時 

期に入学式が行なわれて、お茶の水女子大学はここに名実ともに発足した。まだ戦後間もない物資欠乏の時代で、施設・設備に不 

十分な点が多かったが、教官・学生ともに清新の気風に満ち、とくに各学科とも学生数が少なく、少数精鋭という旧制時代以来の 

特徴を生かして、大学の歴史の第一歩を踏み出したのであった。この昭和二十四年発足時の講座編成は表Ⅳ・６のとおりである。 

 

附属学校・幼稚園の改編と新設 

 

昭和二十二年三月三十一日に学校教育法が公布され、四月一日から施行されて、新学制による小学校と中学校がただちに発足す 

ることとなった。 

東京女子高等師範学校附属小学校は昭和十六年四月から附属国民学校となり、戦争中十九年八月から都下北多摩郡東村山村萩山 

(現在は東村山市内)の郊外園に疎開学園を開設して、集団疎開を実施した。同年十一月から東京近辺の空襲がしだいに激しくなっ 

たので、二十年四月からは富山県西砺波郡福光町に再疎開した。戦争終結直後は東京の食糧・住宅・交通などの諸事情が著しく悪 

かったので、二十一年三月まで同地にとどまり、同八日に全員帰京して、疎開学園を解散した(堀七蔵編『東京女子高等師範学校学 

童の疎開』昭和四十年、参照)。再疎開に参加した児童は全在籍児童の約三〇パーセント、一二四名に減少していた(堀七蔵『教員 

生活七十年』昭和四十九年、二五五頁)が、緑故疎開の児童を再入学させ、四月から女児のみの組および男女共学の組の二学級編成 



で授業を開始した。二十二年三月には補欠募集をして欠員を補充した。 

昭和二十二年四月から新学制が実施されるとともに、ふたたび元の附属小学校という名称に戻った。附属小学校には明治時代か 

ら、女児だけの第一部、男女の二学年複式編成の尋常科および高等科(尋常科は第一・二学年、第三・四学年、第五・六学年の三学 

級、高等科は第一・二学年の一学級)から成る第二部、および単級教育(全学年を一つのクラスにして教育する)や二部教授(午前組と 

午後組に分けて教育する)の研究・実習を行なう第三部(大正九年からは新教育の実験・研究)があった(詳しくは各説第五章第四節参 

照)。再疎開中は児童数が激減していたため、第一・二・三部の区別はなく、授業は合併で行なわれ、二十一年四月からは前述のよ 

うに一組と二組の二学級編成となった。二十二年三月からは上述の三部制が廃止され、高等科も廃止された。二十五年四月からは 

制度上三学級編成となり、金校の児童定員七二〇名となったが、大学の文教育学部教育学科が研究室および教室として小学校の教 

室を使用していたため、実際は二学級編成の状態が続き、三十九年四月から教室が毎年一つずつ返還されたことにより、第一学年 

三学級を募集し、四十四年度になって三学級編成が完了した。なお二十七年三月まではお茶の水女子大学のうちに包括されて東京 

女子高等師範学校が存続していたため、附属校園はその附属であったが、同四月からお茶の水女子大学文教育学部附属となった。 

またこれと同時に附属小学校の二学級とも、のちには三学級とも男女共学となった。五十五年からは、附属校園が文教育学部附属 

から大学附属となった。 

昭和二十二年四月からの新制中学校の発足は全国的にまことに慌しいことであったが、本校ではとりあえず、附属高等女学校の 

教室を使用して附属中学校を開設した。旧制附属高等女学校の二・三年生をそれぞれ新制中学校の第二・三学年に編入し、また附 

属国民学校初等科卒業生と一般から募集した男女生徒を第一学年に入学させ、各学年二学級編成で発足した。附属中学校に男子を 

入れるかどうかは論議の対象となったが、男女共学を原則とする新学制の精神を尊重し、とくに義務教育段階である中学校までは 

共学とすることが決定された。ただし、旧制附属国民学校尋常科の卒業生は女子が多かったので、新制附属中学校の一学級は女子 

だけ、他の一学級は男女組とすることとなった。なお旧制附属国民学校高等科第一学年修了の女子三名は、附属中学校第二学年に 

編入された。二十三年度の第一学年から三学級編成となり、女子組一学級、男女組二学級であったが、三十三年度から三学級とも 

男女組となった。新設の附属中学校の校長は東京女子高等師範学校長、その主事は旧制附属高等女学校の主事、また教職員は同じ 

く附属高等女学校の教職員が兼任した。なお二十七年四月からお茶の水女子大学文教育学部附属中学校となったことは、附属小学 

校の場合と同様であり、またこの時から文教育学部の教授が附属校園の長を併任することとなった(この併任については、形式上は 

学部教授の併任で一貫しているものの、初期にあっては、校園長が教授を併任していた。したがって校園長専任というのが実体で 

あった)。 

附属中学校の敷地については、昭和二十三年十一月二十九日の会合で、二十年四月の空襲で焼失した第二寄宿舎・桜蔭会館・作 

楽会館の跡地に決定された。校舎の一部新築の予算も認められ、二十四年三月に木造二階建四教室の校舎が完成するので、高等学 

校の校舎の一部を大学の研究室などとして使用することとした。二十五年末までに第二期工事が竣工、第一棟が完成し、二十六年 

一月に中学生の全員がここに入り、第二棟は二十六年度から二十八年度まで三年を要して完成した。 

附属高等女学校においては、昭和十八年一月から勤労奉仕の作業が行なわれ、末期の頃には、各学年ばらばらになって疎開先の 

勤労奉仕を行ない、全員が本校に戻ってきたのは、二十年の十月になってからのことであった(附属高等女学校『勤労動員と集団疎

開の記録 昭和十八―二十年』昭和四十三年、参照)。 

新制の附属高等学校は、昭和二十三年四月に設置され、これまでの附属高等女学校の伝統を生かして、女子だけの学校とするこ 

ととなった。旧制から新制への移行措置はきわめて複雑であった。旧制附属高等女学校の二・三年生は、前述のように、すでに前

年に発足していた新制附属中学校に編入されていたが、高等女学校に残存していた二十二年度の四年生および五年生二学級ずつが、 

新設の高等学校の第二学年および第三学年に編入され、それぞれ二学級ずつに編成された。二十三年三月に卒業した附属中学校生 

徒のうち女子生徒の大部分が高等学校の第一学年に入学し、そのほか新たに募集して入学試験に合格した者約二十名を入学させ、 

第一学年全員を三学級に編成した。旧制の高等女学校は昭和十八年の中等学校令により修業年限四年となっていたが、戦後は男子 

の中学校と同様、五年在学することも認められ、二十一年三月には四年で卒業した者、さらに専攻科に入った者、五年まで残って 

二十二年三月に卒業した者もいた。次の学年の生徒は高等女学校に五年学んで、二十三年四月に上述のように新制高等学校第三学 

年に入ったわけである。また旧制附属高等女学校の専攻科は在学中の生徒の卒業とともに廃止されることとなり、一年生の募集は 

中止された。そして、旧制附属高等女学校の主事が新設の高等学校と中学校の主事を兼ね、また高等女学校の教職員が高等学校お 



よび中学校の教職員となった。 

附属幼稚園は、戦争激化のため昭和二十年三月に閉園となり、そのあとに文部省総務局調査課などが移転(疎開)して来ていたが、 

同年十月には園児を募集し、十一月九日から保育を開始した。幼稚園には明治四十五年から、同年齢の幼児で編成される第一部と、 

年齢の異なる幼児で混成される第二部があったが、昭和二十一年四月から第一部、第二部を廃止した。そして二十一年度には、五 

歳児二組、四歳児二組、四・五歳児一組、三・五歳児一組、計六組に編成されたが、二十二年度には五歳児三組、四歳児二組、四・ 

五歳児一組、二十三年度には五歳児三組、四歳児三組、二十四年度には五歳児三組、四歳児二組、三歳児一組、というような実験 

的改定を経て、二十五年度以降は五歳児、四歳児、三歳児それぞれ二組ずつという編成となった。 

これら附属校園の新たな出発と並行して、昭和二十三年十月に大学設置準備委員会を改編した「新制大学設置準備委員会」では、 

これら附属校園の在り方や校園長の性格などについて活発な論議が行なわれた。その在り方についての主な論点は、(一)特権校と 

することは望ましくない、実験絞として考えていくこと、(二)入園競争を避けるために学区を決めてはどうか、(三)教育実習のうえ 

から考えると高等学校が大切だが、児童心理学や教育学部から考えていくと幼稚園から大学まであることが望ましい、(四)独立校 

ではなく「大学の一部」と考え、人事もその精神ですすめてはどうか、といった点であった(『新制大学設置準備委員会記録』二十 

三年十一月四日の項)。校長の性格については、(一)人物本位、(二)教育学の大学教授として資格通過の見込ある人、(三)校園長とし 

て適性ある人物、(四)大学の授業を兼務しながらの専任、などの観点が出された。そして実際の選考に当ってはさらに、附属で現 

職にある人、女性教官も含めるなどを選考基準に入れて、討議が行なわれた(同前、昭和二十七年三月二十四日の項)。この委員会 

には附属校園の三主事(中・高の主事は兼任)も含まれていて、各校園の建物の位置、規模に至るまでが討議され、その新たな本学 

全体のなかでの位置づけが試みられた。こうして、本学は、幼稚園から高等学絞に至るまでの各階梯の附属校園を、しかも同じキ 

ャンパス内に持つ、全国でも例の少ない条件を備えた新制大学として発足することとなったのである。 

 

お茶の水女子大学開学記念式とレッド・パージ 

 

昭和二十四(一九四九)年は明治八(一八七五)年に東京女子師範学校が創立されてから七十五年目であり、同時にお茶の水女子大学 

開学の年でもあったので、大戦前からの慣例に従い、この年十一月五日に皇后を迎えて、「東京女子高等師範学校創立七十五周年お 

茶の水女子大学開学記念式」を挙行した。 

昭和二十四年七月はじめに設置された企画委員会は、その第一回会合において記念事業の募金委員と実行委員の選出を決め、 

小委員会を設けて準備に取り掛り、九月に皇后の行啓を願い出ることとし、行事予定と事務分担も決定されて、周到な準備が 

行なわれた。 

 

十一月五日は快晴に恵まれ、学生の参集も良好、桜蔭会員は予想の約二倍の五百名近くも集まった。午前九時から、講堂(徽音堂) 

において記念式典が始まり、野口学長の式辞に続いて、皇后、文部大臣、在学生代表および桜蔭会代表の祝辞があった。式典終了 

後、同じく講堂において学芸会が開かれ、午後は一時から三時まで三会場に分かれて、本学教授による記念学術講演会が開かれた。 

翌六日も快晴、記念祝賀行事第二日目として、午前九時から講堂で、卒業生および在学生による永年勤続職員に対する感謝式が 

行なわれた。二十五年以上勤続の教職員二十一名の表彰および記念品贈呈があり、続いて学長の祝辞と理学部保井コノ教授の代表 

謝辞があった。十時三十分からは学園各部に分かれて祝賀会のさまざまな催しが行なわれ、過去七十五年の歴史を顧み、新制の大 

学開学をはじめ附属校園の新たな門出を祝ったのであった。 

明治八年の開校以来、これまでにも触れてきたとおり、たびたび皇后その他の皇族を迎えて記念式典を挙行してきたが、こ 

のたびは皇后を迎えた式典の 後となった。第二次世界大戦の終結後、日本の国家体制は明治憲法体制から新憲法体制へ大転 

換を遂げ、それとともに教育の基本理念も一変した。今度の皇后来校に対しては、学生のあいだに反対の声があり、東京教育 

大学の学生によるビラまきなどが行なわれたが、学生部長から本学の学生に対しては前もって注意が行なわれていた。式典当 

日については、綿密な準備計画が立てられ、厳重な警備体制がとられたこともあって、何事も起らないで終了した。『野口日記』 

(女性文化資料館所蔵)の当日の項には次のようにある。「此の日全体の印象及び感想―戦後学生の左翼運動につき多少心配せし 

は事実なり。数日来、本校共産党細胞、東京教育大学の同系細胞が行啓にケチをつけるビラを撒きし故警戒したり。当日朝教 



育大学系の学生が門外にて印刷物を手渡せしとの事なりしが大した反響も無く、天候にも恵まれ職員学生の空気も穏か、参会 

者一同大満足を覚えしものと感じたり。」なお、この記念事業のための募金は、記念式典費のほか、図書・機械器具・厚生施設 

の購入費に充当された。 

翌昭和二十五年は、占領軍による前回の適格審査の時の教職員パージとは逆の性格の、しかし同じく占領軍による大学人に対す 

るパージが行なわれようとした年であった。いわゆる「レッド・パージ」である。共産党員は「思想の自由」を持たないから大学 

教授にふさわしくない云々とする CIE 顧問イールズの前年七月の新潟大学での演説は、全国国立大学長会議で取り上げられ、本学 

では二十五年七月二十四日の教授会で、その会議の様子が学長報告として出席教官に伝えられた。教授会は委員会を作って対策を 

練ることになったが、このイールズ声明は、たとえば上記の事件のようなかたちで高揚していた学生運動での「赤狩り」政策をも 

ふまえて、全国に出されたものであった。そこで、この問題は教職員間だけの問題にとどまらず、学生・生徒をも巻き込むことに 

なり、本学でも学生の対 CIE・対文部省抗議運動に発展していった。 

教授会の記録によると、「レッド・パージ問題にからんで、東大教養学部の学生が〔本学の〕寮へ多数押しかけ」るというよ 

うな事態も起ったので、本学補導協議会(三五二頁)はその対策に奔走した。 

昭和二十四年、お茶の水女子大学発足の年は、まことに、内外ともに波乱の年であったといわなければならない。 

 

第二節 お茶の水女子大学の整備充実 

 

家政学部の独立と音楽教育学専攻の設置 

 

前述のように、昭和二十三年夏に「東京国立女子大学」の設置認可の申請書を文部省に提出した時には、文・理・家政・教育の 

四学部編成という案であったが、二十四年三月はじめの大学設置委員会合同委員会で二学部に縮小するよう勧告された(三〇二―七 

頁)。しかし同月十六日の同委員会総会で、こちら側の希望どおり、本学の理家政学部はなるべく早い時期に理学部と家政学部の二 

学部とするのが適当であると報告された。本学発足後間もない昭和二十四年八月から、本学の企画委員会(新制大学設置準備委員会 

は大学開校準備委員会を経て二十四年七月に企画委員会に発展解消)は教育学部と家政学部の分離・独立の問題を取り上げ、教育学 

部については、二十三年の設置認可申請書作成の過程で問題になってきた教育学科四講座、体育学科二講座、音楽教育学科二講座、 

計八講座、家政学部については、以前に申請した児童・食物・被服の三学科二講座ずつのほか、一般家政学を家族経済学科として 

一講座、計七講座として申請することにした。 

 

八月九日の段階では、「昨年〔昭和二十三年〕度審査に当り、文学部教育学部共に弱体であったこと」もあって縮小というこ 

  とになってしまった。そこで、この二学部をそれぞれ独立させるため今度は「教育学科を五講座として出せばよいではないか、 

ドッヂ案〔GHQ の財政顧問ジョセフ・ドッヂによる緊縮財政の要求〕実施の為困難ならんも一講座くらいならなんとか可能で 

はないか」との見通しが立てられ、教育学部九講座での四学部案が考えられていた(『新制大学設置準備委員会議記録』による)。 

ほぼ以上のような見通しのうえに行なわれた四学部案であったが、実際にこれで交渉を始めてみると、二学部を一挙に四学部と 

することが無埋であることが明らかになり、昭和二十五年一月の企画委員会は文学部を文教育学部と改称し、これに理・家政を加 

えた三学部案を現下の情勢よりやむを得ないものとして了承した(『新制大学設置準備委員会議記録』による)。ところが、その後 

さらに家政学部独立さえ閣議保留となってしまった。桜蔭会が嘆願運動を行なったりしたが、二月になってようやく家政学部実現 

の見通しがつくことになる。こうして、三月三十一日に国立学校設置法の一部改正が公布され、本学は文教育・理・家政の三学部 

構成となった。教育学部の独立は実現しなかったが、四月一日に文教育学部の教育学科に音楽教育学専攻が設けられ、文教育学部 

の学生入学定員は一二九名、本学全体の入学定員は二三三名、総定員は九三二名となった(二十四年六月一日の本学発足の際の学生 

入学定員は二二一名、総定員は八八四名、職員定員は三二〇名であった)。 

昭和二十五年五月十五日の本学教授会は、「文教育学部を各独立学部とする」との「将来計画」を決定しているが(『教授会 

記録』による)、この決定は実現されないまま、今日に至っている。 

以上のようにして、本学の教育機構は左のようになった。この時の三学部それぞれの講座編成は、表Ⅳ・7 のとおりである。 



この講座編成は、本学側に残されている申請書(謄写版刷り)に付されている「学部学科及講座の内容」と若干異なっている。 

おそらく、折衝の過程で修正が行なわれたのか、折衝以前、つまり前もって学内でこれがさらに修正されて提出されたのであ 

ろう。たとえば、この申請書段階では、理学部物理学科の講座編成は、次のようになっている。 

第一講座 力学第一 

第二講座 古典物理学 

第三講座 力学第二 

第四講座 現代物理学 

家政学部は学科の構成からして違っていて、家族経済学科、児童学科、食物学科、被服学科の四学科編成である。 

 

運営機構の整備 

 

第二次世界大戦前の校内行政組織および事務機構では、会議に評議員会と教官会が設けられていた。そして教官会には学科主任 

会・学科目主任会・学級主任会・教授会・教官総会の五種があり、いずれも校長がその議長となっていた。 

この機構の改革は、戦後昭和二十一年に行なわれた。二十二年五月以降の東京女子高等師範学校の『教授会記録』には、二十二 

年三月十二日付の「昭和二十一年度教授会決定事項」なるものが掲げられている。そこには、「教育方針並ニ其ノ実施ニ関スルコト」 

「学校ノ機構ニ関スルコト」「本校教官ノ採用其ノ他ニ関スルコト」「生徒ノ生活並ビニ進退ニ関スルコ卜」など八項目にわたる教 

授会の協議事項が列挙されている。原則として毎週一回開かれ、三分の二以上の出席で成立とされている。協議事項中には「教授 

三名以上ノ同意ヲ以テ提案シタル事項」という項目もある点が注目される。またこの時の決定によって、事務機構としては、在来 

の庶務・教務・生徒・図書の四課のほかに厚生課(経済部・保健部からなる)が加えられ、庶務課を除く各課の幹事は教授(本官)の互 

選(任期二年)とされ、各課に若干名の委員を置くこととなった。そして、これまでの評議員会を廃止して、企画委員会(仮称)を設け、 

各課幹事および教授の互選した者若干名でこれを組織し、教授会の意を反映して、庶務・会計の企画・運営について協議すること 

となった。また各学科主任は各学科において関係教官が互選し、任期一年、附属校園主事は、本校教授および当該附属校園教官の 

選挙によって校長に推薦することとなった。また教授会の公選によって任期二年の寮監長を定め、その被選挙者は本校ならびに附 

属高等女学校の教官(二級)とし、他の寮監ならびに寮務係の採用は寮監長が校長に具申することとなった。以上は、教官の互選に 

よって設けられた「本校刷新委員会」の作成した原案を、教授会により修正・決定したものであった。以上の決定に参加した教授 

スタッフは藤本校長ほか四十名であった。スタッフの意志を基礎にした戦後の校内行政組織の「民主化」措置として、以上のよう 

な決定が行なわれたものと思われる。しかし企画委員会が実際に設置されたのは、のちに述べるように、新制大学発足後の二十四 

年七月になってからであり、それ以前は「庶務会計委員会」が暫定的に設置された。 

また同決定事項によれば、この時、文科の地理歴史選修のコースを改組して「社会科」を学科として分立させる案がいったん決 

定され、昭和二十二年五月にはその主任が決められた。そして十二月には二十三年度社会科生徒を三十名募集するよう要求する旨 

の決定まで行なわれた(したがって、この段階で東京女子高等師範学校は、文・理・社会・家政・体育の五科制となった)。しかし、 

この改組計画は予算措置が伴わなかったために実現しなかった。 

その後、この社会科設立案は、昭和三十三年になって、社会学、法律学、経済学、経営学などを含み、「将来は一箇の学部として 

発展する目標と計画内容」を持つもの(お茶の水女子大学「社会科学科設置案」〔タイプ印刷〕による)としてもう一度提起された。 

さらに四十一年には、次のような「設置理由」に基づく社会科学科案が提起された。 

一、女性の社会的地位および活動の基礎となる社会現象についての正確妥当な認識力・判断力を持つ人物を育成する。 

二、とくに婦人、青少年問題、厚生経済、福祉行政、社会保障などの分野の研究と、社会調査およびそれについての統計な 

 どの技術の体得に重点を置く。 

三、近年学生の志望が多い社会的、行政的分野での職能に適切な行動基準と知識と技術とを体系的に修得させる。 

四、この学科の目的にそい得るように従来の個別的社会科学の在り方を避ける。 

しかし、いずれの案とも実現しなかった。 

前節で触れたように、昭和二十二年秋には「大学設置準備協議会」(同委員会と改称)が設けられて、新設大学の目的および使命、 



組織・施設および設備、大学新設運動、東京女子高等師範学校から大学への移行措置など、さまざまな事項について協議を重ねた。 

二十三年十月二十日に委員会の名称に新制を冠することとなり、教授会で十五名の新委員を選出し、委員会の決定事項は教授会に 

かけて本決定とすることとなった。二十四年四月末になって国立学校設置法の公布が確実となり、大学設置の法的基礎ができて、 

設置準備はいちおう終ったので、新制大学設置準備委員会は「大学開校準備委員会」に切り替えられることとなった。そして五月 

末に二十四年度に実施される具体案を作成するための小委員会の委員が選出された。小委員会は二十四年度に大学の専任者となる 

者、東京女子高等師範学校からの兼任者などについて案を作り、六月はじめ、二十四年度に大学教官に任官される候補者を全体委 

員会で決定した。また二十四年度実施予定の学科課程と担当教官についても、教務課の案を検討して決定した。 

東京女子高等師範学校の教授会はそのまま大学の教授会に移行し、大学専任者と東京女子高等師範学校からの兼任者の区別なく、 

すべてこの教授会に出席した。当初は全学教授会であったが、昭和二十四年十二月から学部別懇談会も開かれるようになった。大 

学発足後の二十四年七月はじめに、大学開校準備委員会を解散して「企画委員会」を設けることとなり、その構成員は各学部長、 

学生部長、図書館長のほか、文学部より三名、理家政学部より四名選出された者とし、その選挙は七月六日の教授会で行なわれた。 

そのほかオブザーバーとして附属校園主事三名と事務局長が出席し、学長のほか計十五名で構成された。まだ予算委員会その他の 

委員会も設置されていなかったので、学内予算の配分、教官人事、その他の重要事項がこの企画委員会で審議された。 

こうして大学発足当初の約三年間は、企画委員会がのちの評議会や予算委員会、附属学校運営委員会などの任務を遂行していた 

が、昭和二十七年五月の企画委員会に、評議会、教授会および附属学校運営委員会の規程案が提出された。附属学校運営委員会の 

規程案は一部修正のうえ可決され、六月十八日から施行された。これより前、二十七年三月三十一日に国立学校設置法の一部改正 

が実施され、東京女子高等師範学校はその七十七年の歴史に終止符を打つとともに、附属高等学校・中学校・小学校・幼稚園は法 

制上お茶の水女子大学文教育学部附属となった。したがって、文教育学部長が附属学校運営委員会の議長となってこれを召集し、 

委員会の議決事項中重要なものは評議会に提案または報告することとなった。 

評議会および教授会の規程案は昭和二十七年六月の企画委員会で一部修正のうえ可決され、いずれも九月十八日から施行された。 

「教授会規程」第一条では「一、各学部に教授会を置き、その学部の教授をもって組織する。二、前項の教授会の定める規則に基 

いて、助教授、常勤の講師及びその他の職員を加えることができる」と規定されたが、本学では 初から専任の教授、助教授、講 

師がすべて教授会に出席する学部運営が行なわれたのである。 

各学部教授会で 初の評議員の選挙が行なわれ、昭和二十七年十月一日に企画委員会が廃止されて新たに「評議会」が発足した。 

評議会は学長を議長とし、各学部長および各学部より互選された教授三名ずつのほか、議決に加わらない者として事務局長、学生 

部長、附属図書館長、一般教育主任(のちに委員長。元一般教養科目主任と呼んでいたポストをこの時点で改称)を加え、学内の諸 

規則の制定と改廃、学部・学科その他重要な施設の設置と廃止、人事に関する基準の設定、予算、教官の不利益処分、そのほか大 

学の運営に関する重要事項を審議する大学の 高機関である。しかし本学では評議会の独断を避け、その審議事項はすべて評議員 

により各学部教授会に報告されてその了承を得、各学部の意見が一致しない場合には評議会で調整するという、教授会の自治を中 

心とする民主的な慣行が、他の多くの大学と同様、確立されるようになった。なお、評議会の議事手続きおよび運営については、 

過去一年間の経験を顧みて「評議会運営規程」が定められ、翌二十八年九月二十四日から施行された。 

この「評議会運営規程」のほか「協議会規程」が定められて、同じく昭和二十八年九月二十四日から施行された。協議会は学長、 

学部長、評議員のほか附属図書館長を正式構成員として、教育公務員特例法により協議会の権限に属せしめられている事項、すな 

わち学長の選考、教官に関する免職その他の不利益処分などの事項を取り扱う機関である(昭和二十三年十月以降の『新制大学設置 

準備委員会議記録』には、この準備委員会のほか企画委員会の記録も含まれている。評議会や教授会などの 初の規程の内容につ 

いては『お茶の水女子大学一覧』昭和二十七年度、その後の改正については昭和三十五年度以降の『お茶の水女子大学要覧』参照)。 

また、昭和二十六年三月に自然科学系の研究紀要として『自然科学紀要』が、二十七年三月には人文・社会科学系の研究紀要と 

して『人文科学紀要』が創刊され、現在に至っている。 

 

事務機構の整備と定員・予算の変遷 

 

国立大学の設置が法的にも確実となった昭和二十四年五月はじめの大学開校準備委員会で、文部省から大学機構が示されるまで、 



さしあたり大学事務は東京女子高等師範学校当時の事務分掌のままで担当していくこととした。二十四年五月三十一日の大学発足 

の際に事務局長、庶務課長、会計課長、その後六月末から八月末にかけて学生部長、図書館長、学生部の厚生・学生課長、図書館 

事務長、学部教務課長、事務局・学生部・学部教務課・図書館各係長、その他の職員が相次いで発令され、大学の事務機構が整っ 

てきた。九月一日には「事務分掌規程」が定められて、各部局・課・係の管掌事務の内容が詳細に規定された。さらに各学科主任、 

一般教養科目主任、一般教養の人文・社会・自然関係のそれぞれ関係主任(のちに系列主任)も発令された。十一月末に学部長が発 

令されると、これまで東京女子高等師範学校時代に教授が兼務していた教務課幹事の職が廃止され、三学部長のうちの一人が大学・ 

女高師双方の教務の責任者となり、他の二人がこれを補佐して、教務課長以下の事務職員を指揮する体制とした。 

のちに「事務分掌規程」は「大学事務規程」中に包括され、別に「医局規程」「学部事務規程」「附属図書館事務規程」「文書処理 

規程」が定められた。これらの改正規程は昭和二十八年三月十日から施行された。同年五月事務組織の改正が行なわれ、会計課か 

ら施設課を独立させ、教務課を分離して、各学部に事務部を置くこととした。以上のようにして整備された事務機構を図示すると 

次頁のようになる。 

昭和三十五年四月一日に前記の四規程を統合した現行の「事務規程」が制定され、他方、係などの組織変更および新設、課長補 

佐および入学主幹の設置など着々と組織が整備されて、今日に至っている。 

事務組織の整備状況を年代順に追うと次のようになる。 

昭和三十年十月一日 会計課課長補佐設置 

三十一年六月一日 庶務課課長補佐設置 

三十一年九月一日 庶務課能率係を文書係に組織変更 

三十五年五月一日 学生課課外活動係設置 

三十六年一月一日 会計課管財係、図書館閲覧係設置 

三十七年十二月一日 文教育学部附属学校係を廃し、附属高等学校、附属中学校および附属小学校にそれぞれ事務室設置 

四十六年四月一日 施設課営繕係を廃し、工営係および設備係設置 

四十七年五月一日 保健管理センター設置 

四十八年十一月十六日 学生課課長補佐、学生課入学試験係設置 

五十年四月一日 学生部に入学主幹設置 

五十年五月二十八日 学生課入学試験係を入学主幹付に組織変更 

また、事務局の歴代役付職員は、左記のとおりである。係長以上 兼職は(兼)、併任は(併)、事務取扱は(取)と略記 

事務局長 清水文平、町田稲尾、山崎両三郎、大西一正、万波教、石原秀夫 

庶務課長 細井専、町田稲尾(取)、細井房夫、飯村大吉、北折昭一、辺見儀平 

会計課長 金沢源、清水文平(取)、上山定治、石塚龍之進、青木鷹司、森芳松、丸茂照明、広重利之輔、古谷喬次郎、永井烈 

施設課長 上山定治(併)、石塚龍之進(併)、町田稲尾(取)、塩野栄吉、中岡善吉、万波教(取)、小林茂雄 

庶務課課長補佐 大根田俊三、荻野宗宣、大門龍夫、岡本春雄、神田幸一 

会計課課長補佐 満田秀吉、野村正実、村上不三男、奥田功、菊川勝郎、村野与四郎 

庶務課庶務係長 半谷一男、橋田弘久、添谷東吾、神田幸一、福本健弥 

庶務課人事係長 大山栄治、大根田俊三、神田幸一、菊川勝郎、田中定夫、岩崎哲昌 

庶務課文書係長(文書渉外係長、能率係長を含む) 橋田弘久、田中兵治、石垣宏、大門龍夫、内野公夫、礒崎昭男、石川芳夫 

会計課総務係長 小川幸也、満田秀吉、村上不三男、奥田功、岡本春雄、菊川勝郎、浦田要 

会計課出納係長 野村正実、岡本春雄、添谷東吾、菊川勝郎、村野与四郎、粟山儀一、岩崎哲昌 

会計課用度係長 上山定治(兼)、満田秀吉、村上不三男、奥田功、岡本春雄、浦田要、村野与四郎、栗山儀一 

会計課管財係長 小池芙蓉、菊川勝郎、高田滋郎、粟山儀一、岩崎哲昌、高橋伝 

会計課施設係長 池田続 

施設課企画係長 勝田芳郎、野村直樹 

施設課工営係長 渡辺公雄 



施設課設備係長(営繕係長を含む) 池田続、大塚政雄、長谷静一 

 

昭和三十七年には木造二階建の事務局庁舎が現在の南門附近に建てられ、七月に学長、事務局長、および事務局三課が移転し、 

さらに四十八年十二月に鉄筋四階建の本部棟の竣工に伴い、学生部とともに再移転した。 

ここで、学生、教官、職員などの定員の変化について述べておこう。昭和三十八年度の家政学研究科設置に始まる大学院各研究 

科修士課程の設置によって、大学の規模は著しく充実・拡大した。まず学生の入学定員などを大学院設置前と 近とで比較すると、 

表Ⅳ・8 のようになる。 

この表を見ると、学生の入学定員と予算額および建物面積の伸びはおおむね匹敵するのに対し、大学教官定員は三七パーセント 

増にとどまり、事務系職員定員の方は逆に減少している。さらに予想される大学の学生定員の増加を考えると、事務系職員個々に 

課せられる仕事はいっそう増えるものと思われる。また大学開放についての社会的関心の高まりに応えるべく大学が要請されてい 

る傾向を顧みると、事務系職員の職務は多様かつ高度なものが求められるようになると思われる。 

次に大学予算の変遷に触れておこう。昭和二十二年法律第四二号により学校特別会計法が廃止され、国立学校財政は、一般会計 

に所属することになった。ところが、その後、新制大学の発足、ベビー・ブームによる大学の増設、設備などの拡充を迫られ、こ 

のような状況のなかでは一般会計の国立学校予算では十分対応できなかったため、三十九年、法律第五五号によりふたたび国立学 

校特別会計法が施行されることとなった。そのもとで本学における予算規模も年々増額されてきており、各主要年度別に示すと表 

Ⅳ・9 のとおりになる。 

 

学則など諸規則の制定と大学初年度各学部学科課程 

 

次に、「学則」など学校諸規則の大学発足に伴う整備過程を述べておこう。 

(一) 学則 「学則」に関しては旧制の時代には「東京女子高等師範学校規則」が定められていた。その法的基礎は明治三十年に 

定められた師範教育令である。 

第二次大戦後の教育制度の抜本的改革により、昭和二十二年三月に学校教育法が定められ、その第九四条で、師範教育令、大学 

令その他の教育関係勅令が全廃された。そしてこの新しい法律の第五二条に大学の目的が規定され、これに基づいて「お茶の水女 

子大学学則」の第一条は、「本学は、広く知識を授け、深く専門の学術を教授・研究し、知的、道徳的及び応用的能力を養い、もっ 

て社会の諸分野における有為にして教養高き女子を養成し、併せて文化の進展に寄与することを目的とする」と自己規定な行なっ 

た。この条文の前半は学校教育法第五二条とほとんど同じであるが、「もって」以下に本学の特色が存する。ここには、旧制時代の 

ような教員養成学校からまったく性格を異にする専門研究を目的とする新制女子大学に転換したことが明確に示されている。 

この学則制定の準備は昭和二十三年はじめ頃より行なわれ、その要項が三月の東京女子高等師範学校教授会に報告されている。 

しかし本格的な審議は二十五年に入ってからで、同年九月の企画委員会に提案され、第一読会、第二読会の審議を経て可決され、 

十二月二十日から施行された。その後、専攻科の設置の際など、必要に応じてしばしば改正された。 

(二) 学部規程および学部履修規程 新制大学となって学部制が行なわれるようになったため、学則のほかに「学部規程」および 

「学部履修規程」が定められた。学部規程は「文教育学部規程」「理学部規程」「家政学部規程」の三つから成り、それぞれの学科・ 

講座・学生定員を定めたものである。この学部規程も学則とともに審議され、同じく昭和二十五年十二月二十日から施行された(二 

十七年度の『お茶の水女子大学一覧』には、両者とも「この改正は昭和二十五年十二月二十日よりこれを施行する」と記されてい 

るが、この改正前に両者が存在したこと、その審議が行なわれたことについての記録はまったくない。おそらく開学の際には仮の 

規程で緊急の必要に応じ、二十五年度になってから本規程の審議・決定が行なわれたものと思われる)。 

「学部履修規程」は、学科課程(カリキキュラム)、学科目、単位、履修科目の届出・成績評価・試験などについて、各学部共通 

の事項を規定したものである。各学部別の学科課程が別に定められ、全学共通の一般教育科目および体育科目のほか、専門科目に 

ついては、各学科別に必修・選択必修・選択の専攻科目について、それぞれの単位数が明確かつ詳細に定められた。教員の免許状 

の取得に必要な教職教育科目についても、明確に規定されたことはいうまでもない。発足当初、昭和二十四年度の各学部学科課程 

は、表Ⅳ・１０、表Ⅳ・１１のとおりである(二十四年度は、文教育学部はまだ文学部と称していたので、そう表記されているもの



をあげておく)。 

(三) 委託生・聴講生・研究生に関する諸規程 「委託生」というのは、「教育委員会、学校その他の公共機関から委託により本 

学において授業及び研究指導を受ける者」で、旧制専門学校の卒業またはこれと同等以上の学力を有する女子(のちには「現職の女 

子教職員ならびに産業教育振興法に基づく内地留学生」に限定)で、上述の公共機関から推薦された者につき、教授会で選考のうえ 

学長が許可するものとした。本学では本学学生の授業および研究指導に支障をきたさない範囲で委託生を受け入れた(「委託生規 

程」)。 

「聴講生」は「本学所定の課程を聴講して、単位を修得することができる」者で、旧専門学校令のうち、修業年限四年の学校を 

卒業、またはこれと同等以上の学力を有する女子に限る。ただし教育職員免許法の単位として認定を受けるため教職科目の聴講を 

希望する者は、高等学校・中学校教員の二級普通免許状を授与された者、または授与される資格のある者に限る。聴講生の入学お 

よび許可学科目は、教授会において審査のうえ学長が許可することとなった(「聴講生規程」)。 

「研究生」については、「本学において特定事項に関する研究に従事することを希望するものがあるときは、関係学部において、 

これを適当と認め、かつ支障がない場合に限り研究生として入学を許可することができる」と定められ、研究生は指導教官の指導 

を受けて研究に従事するものとした(「研究生規程」)。 

「委託生規程」は昭和二十五年度委託生より適用され、それ以前に委託された者に対しても適用することができるものとされた。

「聴講生規程」は二十五年度聴講生より、「研究生規程」は二十六年度研究生より適用された。 

(四) 教官選考規程・その他 専任および兼任の教授・助教授ならびに常勤の講師の採用および昇任については、昭和二十八年 

二月十一日に「教官選考規程」が施行された。その教官の所属する教授会において、選考委員会を設け、その審査を経るものとさ 

れ、同委員会の構成・選出・審査・教授会における投票などが規定された。「教官選考の基準に関する内規」も同日から施行された。 

教授候補者は「(一)学位(博士)を有する者、(二)研究業績のある者、(三)大学教授、助教授又は講師の経歴がある者、(四)専門の学術 

技能に秀で教授たるにふさわしい者」と規定され、助教授候補者、講師候補者についてもこれに順ずる規定がつくられた。附属学 

校長の選考についても、はじめは「教官選考規程」のうちに規定されていたが、のち「附属学校長候補者選考規程」が別に定めら 

れ、三十三年一月十日から施行された。また「学部長候補者推薦内規」は二十六年五月二日から実施され、「附属図書館長候補者選 

考規程」は二十八年十月十四日から施行された。 

(五) 名誉教授に関する規程および教授等停年に関する内規 「名誉教授に関する規程」は昭和二十七年三月十二日から施行さ 

れたが、その第一条で「本学の学長又は教授として、多年勤務した者であって、教育上又は学術上特に功績のあった者に対し、こ 

の規程の定めるところにより本学名誉教授の称号を授けることができる」と定められている。その勤務年数については、教授とし 

て二十年以上、助教授の勤務年数はその二分の一を、専任講師の勤務年数はその三分の一を、東京女子高等師範学校の校長・教授 

の勤務年数はその二分の一を加えることができることとした。なお附則で、「東京女子高等師範学校の校長又は教授で、この規定施 

行前或は昭和二十七年三月三十一日までに退職した者に対しては、本規程に準じて東京女子高等師範学校の名誉教授の称号を授与 

することができる」と定められた。この規程により、二十七年三月十五日に倉橋惣三(一八八三―一九五五)と近藤耕蔵(一八七三― 

一九五五)、同年三月三十一日に保井コノ(一八八〇―一九七一)、黒田チカ(一八八四―一九六八)、堀七蔵(一八八六―一九七八)、中 

沢伊与吉(一八八七―一九五四)が「東京女子高等師範学校名誉教授」の称号を授けられた。さらに四月十一日に保井コノと黒田チ 

カは、とくに功績顕著であった者として「お茶の水女子大学名誉教授」の称号を授与された(『学報』四二号、昭秘二十七年)。 

「教授等停年に関する内規」も昭和二十七年三月十二日から施行されたが、その第一条で「本学の教授、助教授及び専任講師の 

停年は満六十五歳とする」と定められ、停年に達した時は、その日の属する学年末に退官することと規定された。なお附則で、「第 

一条の規定にかかわらず、この内規実施後三ヶ年間は、停年を一ヶ年延期する」と定められている。 

(六) 附属学校に関する諸規程 「附属学校運営委員会規程」が昭和二十七年六月から施行されるようになったことについては、 

先の「運営機構の整備」の項で述べた。二十七年末から附属学校に関する諸規程の審議が行なわれ、「附属高等学校規程」「附属中 

学校規程」「附属小学校規程」「附属幼稚園規程」がいずれも二十八年二月二十日から施行された。これら諸規程には、学校教育法 

におけるそれぞれの学校に関する条文の規定に基づいて教育を行ない、かつそれぞれの学校教育の「理論および実際に関する研究 

ならびにその実証をするとともに、学生に教育実習を行わせることを目的とする」という明文が第一条に掲げられた。 

(七) 私学研修員規程・その他 文部省の私学研修員受入実施要項に基づき、私立学校教職員を「私学研修員」として、本学に 



受け入れる場合の取り扱いについて規定するため、「私学研修員規程」が定められ、昭和三十三年四月一日から適用された。のちに 

公立大学研修員も加えて、「私学研修員および公立大学研修員規程」に改められ、三十九年四月一日から適用された。また文部省の 

受託研究員実施要項に基づき、民間会社などから現職技術者が特定事項に関する研究に従事することについて委託申し込みがあっ 

た場合に、本学に「受託研究員」として受け入れた者について、「受託研究員規程」が定められ、三十九年十二月二十三日から施行 

された。 

(八) 外国人特別学生規程 本学の学部学生・専攻科学生・研究生・聴講生・委託生・幼稚園教員臨時養成課程学生(後述)として 

入学を希望し許可された外国人について、「外国人特別学生規程」が定められ、昭和三十四年十一月一日 

 



から適用された。外国人学生については、本学の学生定員外で受け入れることとなった。 

この間、大学の自治のかなめともいうべき「教授会規程」「評議会運営規程」(および各内規)が整備されたことはいうまでもない 

(三二八頁)。 

教授会の記録は、はじめ教授会メンバーによってとられていたが、間もなく、各学部事務官が教授会に出席してこれを行なうこ 

とになった。そして、昭和三十九年度から、教授会記録については「事務で議事メモをとり、報告了解事項・選出事項については 

項目乃至結果を列挙し、協議事項については結論を簡潔にまとめ、次回の教授会で協議事項を読上げて了承を得るという方法」を 

取ることに決定し(同年度四月十四日『教授会記録』による)、今日に至っている。上記以外の諸規則については以下の諸項で述べ 

る。詩規則の詳しい内容、および必要に応じてしばしば行なわれた改正については、あまりに煩わしいのでここでは述べない。『お 

茶の水女子大学要覧』の各年度のものを参照されたい。 

 

教務委員会など各種委員会の設置 

 

次に主な新設の委員会の設置について述べておこう。まず教務関係であるが、昭和二十四年十一月末に学部長が発令されると、 

教務課幹事を廃して、学部長が教務の責任著となり、他の教授がこれを補佐する体制となった。二十六年八月の企画委員会で、理 

学部長が正、他の二学部長が副の教務責任者となり、他に各学部から一名ずつの教務委員が学長および学部長から委嘱され、教務 

委員はその審議事項を企画委員会に提案して議決のうえ実行することとなった。その後、二十八年九月の評議会で「教務委員会規 

約」が審議・決定された。この委員会は各学部長(このうちから委員長を互選)、各学部教授会から推薦された専任教官一名ずつ(任 

期二年)、臨時委員(審議事項に関連深い学科または専攻の主任教官など)から成り、三学部の事務室の長である学部事務長がその幹

事となった。その審議事項は学生の履修・試験・学科課程・編入・転学・教員免許・その他教務上必要な事項であった。こうして 

教務委員会の法制化が進んだが、さらにこれを強化する必要があったため、三十五年に「教務委員会規程」が定められ、四月十三 

日から施行された。各学部選出の教官が二名に増員され、そのうちから委員長を選び、一般教育委員長もこの委員会に参加するこ 

ととなった。その他の点ではおおむね前の「規約」と同様であった。 

次に重要なことは学内予算の配分の問題であるが、大学発足後はじめのうちは企画委員会でこの問題が審議され、昭和二十七年 

十月一日に評議会が発足してからは、「予算に関する事項」が評議会の審議事項となった。二十八年九月に「評議会規程」の一部改 

正が行なわれた時、この事項は「予算概算の方針に関する事項」と改められた。二十九年二月の評議会で二十九年度予算配分方針 

に関する小委員会を設置することとなり、各学部長、学生部長、附属図書館長、各学部教授会より選出された二名の教官、事務局 

長、会計課長がその委員として三月十一日に会合して、文教育学部長を委員長、図書館長な副委員長に選出した(五月から図書館長 

が委員長、文教育学部員が副委員長)。そして評議会から委嘱された予算配分の原則についての審議を重ね、その結果を七月に評議 

会へ報告した。その要点は、文部省から配当される庁費・学生経費・教官研究費の三項目の総額を、附属学校経費を含めた「学部 

経費」と大学管理に必要な「管理経費」に分け、その比を一対一とすることであった。そしてこの管理経費をさらに共通経費・事 

務各課経費・光熱水道料および電話料・暖房費・予算費の五項に分け、それぞれの比率または額の基準を定めたのであった。 

この委員会はその後も会合を続け、実質的には常設の予算委員会となり、学内予算の配分について審議した。昭和三十四年十二 

月には「予算委員会規程」が適用された。その委員として各学部より選出される教官は、三十四年の規程制定当初には一名であっ 

たが、四十九年十月から二名となった。委員長は委員の互選であったが、図書館長が委員長となる慣例が早くから成立していたよ 

うである。 

昭和三十三年六月には、一般教育関係の問題を扱う一般教育委員会が発足し、それまでこの任に当っていた一般教育主任は廃止 

された。それより先、二十六年九月には、教育実習を担当する教育実習委員会が、三十五年一月には教職課程を担当する教職課程 

委員会が発足した。また、二十九年二月には、「お茶の水女子大学附属図書館の運営に関する重要事項を審議する」(お茶の水女子 

大学附属図書館運営委員会規程第一条)目的で、同運営委員会が発足した。委員は、附属図書館長、学部選出教官二名、一般教育主 

任(のち一般教育委員長)で、任期二年とされた。このほか、図書選定委員会、保健体育委員会、紀要編集委員会、附属学校運営委 

員会、レクリエーション委員会などがこの前後に相継いで発足した。 

学生の主として生活面の指導に当る補導協議会については、従前から学生部長ほか八名構成で行なわれていたが、昭和二十四年 



七月十三日、新発足の企画委員会でその構成、任務などが改めて検討し直された。すなわち、新しい決定によると、その構成は学 

生部長、寮監長、互選による教官六名(任期一年)を委員とし、これに学生課長を記録事務担当者として加え構成する、学生部より 

提案のあった問題についての審議、学生部への助言、学生との連絡会議の開催の三つをその任務とする、というのであった。この 

補導協議会は、二十七年、学生委員会と改称し、「学生の厚生補導に関する事項を審議し必要ある場合には学生部の活動に協力する」 

(学生委員会規程第一条)ものとされ、同年八月九日よりこれを実施した。 

 

この学生部、とりわけ学生部長の仕事は、戦後学生運動の発展のなかで、以前にもまして広範にわたるものになっていかざ 

るを得なかった。そこで、昭和三十七年、本学評議会は、この時点で、「学生部長の職責等」についての再検討を行ない、「学 

生部長は、従来やゝもすると厚生補導の最高責任者であるかのように漠然と考えられていたが、その職責はあくまで業務執行 

面にある」こと、「厚生補導の方針決定は学部教授会(その責任者は学部長)を通じて、最終的には評議会(その責任者は学長)で 

なされるべきである」(評議会「学生部長制度の運用に関する臨時委員会報告」昭和三十七年十月二十四日)とした。学生部長 

の選考方法についても、この時一応の決定がなされた(評議会決定「学生部長候補者選考方法」昭和三十七年十月二十四日)が、 

四十三年二月になって、評議会は学生部長の選考規程をさらに整えるための評議会原案作成の議を発案した。複数提出された 

その原案は各学部教授会に持ち帰られ、四十五年十月になって、評議会申し合せ事項として決着を見た(「学生部長候補者選考 

方法について」)。これが「学生部長選考規程」として正式に制定され施行されるのは、実に五十四年十月二十四日からのこと 

である。 

 

同じ頃「お茶の水女子大学学寮規程」(昭和二十七年七月二十四日より実施)がつくられ、そのなかで、「学寮自治の向上発展を助 

長し、学寮自治会と大学側の連絡を円滑ならしめるため学寮協議会を設ける」(同規程第一三条)ことがうたわれた。学寮協議会は、 

学生部長、各学部教授会選出の教官(寮務委員と呼び、各学部二名)、学寮主任、学寮自治会正副委員長および自治委員五名(各寮よ 

り一名ずつ)とされた。 

以上の各委員会のうち、一般教育委員会、学生委員会、学寮委員会、教育実習委員会、教職課程委員会の仕事については、後述 

の関連部分で、その行なってきた活動の概要を改めて述べることにする。 

 

東京女子高等師範学校の廃校 

 

前述のように、昭和二十四年五月三十一日に国立学校設置法が公布され、お茶の水女子大学は東京女子高等師範学校の実体を包 

括して設置された(三〇九頁)。二十四年度から東京女子高等師範学校の生徒募集は停止され、その在校生の一部は入学試験を受け 

て新制大学の学生となったが、二年生以上の生徒の大部分はそのまま残存した。ここで二十年八月の戦争終結後、二十七年三月三

十一日の廃校に至るまでの東京女子高等師範学校の最終段階について概観しておきたい。 

昭和十七年四月に入学した二十年度の各科四年生は、戦争終結後いったん帰郷したのち、可能な者は九月に上京して最後の授業 

を受け、二十七日に卒業式を行なった。戦争のため修業年限が三年半に短縮され、勤労動員や疎開により最も大きな影響を受けた 

世代に属していた。 

昭和十八年四月に入学した二十年度の三年生は、各科とも戦争終結から、五日ないし一週間のうちに帰郷した。そして十月十五 

日から授業が始まったが、一か月半で一年生と交代し、十二月はじめから自宅研修となった。しかし、東京近辺に在住した者には 

実験や講義に参加した者もいた。二十一年五月十日から第四学年の本格的な授業が始まり、二十二年三月に卒業した。 

昭和十九年四月に入学した各科の二年生は、東京の食糧・宿舎事情が極度に悪化していたため、戦争終結後約半年待機したのち、 

二十一年二月はじめに上京して大山寮に入寮し、四日から約二か月間の集中授業を受けて、第二学年を修了した。 

昭和二十年度入学の一年生は、同年一月に出身学校の調査書による審査によって第一次発表があり、その合格者が二月に学力検 

査と身体検査を受けて、第二次発表があり、入学者が決定された。この年三月には、当時の高等女学校五年生と修了年限を短縮さ 

れた四年生が同時に卒業したので、この二つの学年の生徒が本校を受験した。この生徒たちは、八月一日に長野県南佐久郡中込町 

で入学式を行ない、同月十五日の戦争終結発表後、遠方の者から逐次帰郷した。十二月はじめになって上京して大山寮に入寮し、 



十二月四日から二十一年一月末まで集中授業を受け、第一学年を修了した。 

昭和二十一年度に二年生となった二十年度入学生、および三年生となった十九年度入学生は、二十一年四月二十二日から授業が 

開始されるはずであったが、「先般来都内の食糧は空前の窮乏を告げ、従って多数の在寮生を有する本校に於ては其の補給困難の為 

め当分授業開始を延期するの巳むを得ざるに至り候。然しながら通学生及び近県在住者にして食糧の自弁を為し得る生徒に対して 

は来る五月十三日より正規授業外の勉学指導を週三日(二日選修科目、一日英語、毎日午前九時より三時間)致すことに相成候に付、 

当日は午前九時までに御登校相成べく候」という二十一年五月七日付の通知を学校から受けた(教務課『諸伺 雑件綴』昭和十八年 

起)。こうして東京近辺の在住者は、この勉学指導のほかは自由な時間に恵まれていたため、戦後の解放された気分のうちで、自主 

的な研究会などを活発に行ない、やがて自治会も結成の運びとなった。このような学生の動きについては次節に述べる。 

昭和二十一年度の夏期休暇は三か月もあった。これも主として食糧事情のためであった。休暇中の措置については校長から文部 

省学校局長宛次のように報告しているが、このとおりに実行し得たか否かは疑問である。 

「一、夏期休暇を本年に限り七月一日より九月三十日までとした。 

二、(イ) 生徒は各自休暇期間中の研究題目を一以上三学科目の程度にて選択し、それぞれ指導教官の指導を受けて休暇に入 

る。右各自の選択研究題目は学級主任を経て教務課に届出で、休暇後にその結果をそれぞれの指導教官に報告する。 

(ロ) 図書館利用について 

1、休暇中を通じて平常通り開館し、通学可能の生徒の利用に応ずるの外、図書貸出期間を二週間以内とし、一人三冊 

〔迄〕の館外持出しを許可する。 

２、遠隔の地に帰省する生徒に対しては休暇中特別貸出をなし、読了後は通信貸出をも認め、学科担任教授の意見を 

 求めて読書指導をする。 

３、〔略〕 

三、休暇中毎月一回(各月二十日午前八時より)、全教官及日帰り可能の区域内に居住する生徒は登校して休暇中の研究題目に 

つき指導教官と連絡を取る。 

登校不可能の地方在住の生徒よりする、或は同生徒に対する指導教官との連絡は、東京在住の生徒が各自分担して通信に 

より行う。 

以上の外、東京在住の生徒は自由に登校し器楽の練習、実験室の利用、其の他適宜教官と連絡して指導を受けることが出来 

る。」 

 

四月に入学するはずであった二十一年度入学生も待機中であったが、七月十七日付で十月一日から授業を開始するという通知を 

受けた。こうして未曾有の食糧危機による変則状況を経て、二十一年十月から授業もしだいに軌道に乗り、十九年度入学生は二十 

三年三月に、二十年度入学生は二十四年三月に、それぞれ変則ではあったが四年の課程を終えて卒業した。 

以上のほか、東京女子高等師範学校最終段階の在学生としては、昭和二十一・二十二・二十三年度の入学生があり、それぞれ二 

十五・二十六・二十七年の三月に卒業した。二十七(一九五二)年三月三十一日をもって東京女子高等師範学校は廃止され、明治八(一 

八七五)年の東京女子師範学校創立以来七十七年、明治二十三(一八九〇)年の女子高等師範学校分立以来六十二年の歴史を閉じ、そ 

の伝統は新制大学としてのお茶の水女子大学という新しい器のうちに引き継がれることになったのである。 

第三章第三節に述べたように、東京女子高等師範学校においては、「選修」という形で専門分化が進行しつつあった。『桜蔭会名 

簿』で見ると、昭和二十年九月(戦時中短縮のため六か月繰り上げ)卒業生までは、文・理・家政・体育の四科に分けられているが、 

二十二年三月の卒業生は家政科のみ「育児」と「被服」に分けられ、二十三年三月卒業生は、文科が「国漢」と「社会科」に分け 

られている。前述(三二六頁)のように、二十二年はじめに校内措置によって「社会科」の新設が決定されたので、「歴史地理選修」 

が一時このように呼ばれた。理科は「数学」「物理」「化学」「生物」に分けられている。戦時中の「物象選修」が「物理」と「化学」 

に分けられたわけである。二十四年三月の家政科卒業生は「育児保健」と「被服」に分かれている。二十五年三月の卒業生は「国 

漢選修」「社会科選修」「数学選修」……と分けられ、体育科も「体育選修」と「音楽選修」に分かれている。「社会科」新設は予算 

措置が伴わず、正式実現に至らなかったので、二十六年と二十七年の場合は、「社会科選修」が「地歴選修」になっている。このよ 

うに呼称が変化しているのは、戦後激動期の一面を表わしているともいえよう。 



なお、東京女子高等師範学校の廃校に伴って教職員の整理が問題になった。教職員の定員は学生・生徒数に合せてつくられてい 

るので当然のことが起っただけだが、問題の処理は、大学への昇格に伴うスタッフのステイタスの問題とともに、簡単なことでは 

なかった。見過されがちだが、軽視してよい歴史のひとこまではない。 

 

学科課程の改訂 

 

昭和二十六年五月二日の各教授会で、東京女子高等師範学校が廃校となった段階でのお茶の水女子大学の学科課程を再検討する 

ことを目的に、カリキュラム委員会な設置することが承認された。この時点で、学科課程の改訂が課題に上ってきたのは、次のよ 

うな理由からであった。 

(一)  現行学科課程は本学の新理念に基づき、全学あげての周到な調査、討論によって決定されたものであったが、二年たつ 

あいだに、学生の学力程度、専攻学科の学問の新たな進展が起った。 

(二) 本学の教員組織が当初の予定と多少の変更をきたしている。 

(三) 教職課程の単位を学士号取得のための必要最低単位数(一二四単位)中に加えることの可否の検討の必要が生じてきた。 

(四) 大学基準協会が制定し、新制の大学の学科課程の自主的決定の目安になってきた大学基準が、昭和二十六年六月改訂さ 

  れる方向にある。 

(五) 大学院設置の要望が出ているので、これを見越して学科課程を改訂する必要がある。 

 

カリキュラム委員会は、企画委員会からの検討の委嘱を受けて調査と研究を行なうものとされていた。委員会は、企画委員会か 

ら出された委員と各学部各学科専攻から出された委員とで構成され、昭和二十六年五月二十二日第一回を開き、記録によると翌二 

十七年三月十三日まで二十回百時間余の会合を開いて答申案をまとめ、企画委員会に提出した。そこでは、一般的原則のほかに、 

一般教育、専門科目、関連科目、自由選択科目、それぞれの定義とその最低履修単位の配分、卒業論文の取り扱い、教育実習実施 

案、教官担当時数、非常勤講師担当状況の調査などを行なった。そしてさらに、当初予定外であったが当然の研究課題でもあった 

学生の成績評価、試験の在り方などについても検討し、おおよそ次のような答申を行なった(『カリキュラム委員会報告綴』)。 

 

(一) 学科目を大別して(ア)一般教育科目(三系列)および体育(イ)専門教育科目(専攻科目・関連科目・自由選択)(ウ)教職教育科 

目に分ける。専攻・関連両科目とも必修または選択科目として指定される。ここに関連科目とは専攻科目の基礎となる科 

目またはこれに関連の深い科目であり、自由選択科目というのは、学部学科の専攻に限定されない科目であるが、そのな 

かに専攻選択科目、一般教育科目、教職科目を含めてもさしつかえない。 

(二) 講義を主とする科目は毎週一時間一学期の授業をもって一単位、講読・演習を主とする科目は毎週二時間一学期で一単 

位、実習・実験を主とする科目は毎週三時間一学期で一単位とする。 

(三) 学士号取得要件は次のとおりである。 

(ア)一般教育科目は人文・社会・自然の三系列にわたっておのおの十二単位以上、計三十六単位以上。そのほか体育四単位。 

(イ) 専攻科目、関連科目のうち必修科目の全部。 

(ウ) 専攻科目、関連科目のうち、選択科目はそれぞれ指定の単位数以上。 

(エ) 自由選択科目は専攻科目、関連科目と合せて八十四単位以上。 

(四) 成績評価はその科目の終了した時に行ない、原則として試験(論文・報告なども含む)および平常の成績を総合して決定す 

る。受験資格は受講届を提出し、かつ当該科目の授業時数に半数以上出席していることとするが、後者については別途の手 

続きによる資格取得を認めることがある、とする。また正当な理由ある者には追試を認める。評定は、現行の百点満点によ 

る、Ａ(八十五以上)、Ｂ(八四―七〇)、Ｃ(六十九―六十)、Ｄ(五十九―五十)、Ｅ(四十九以下)の五段階をやめ、Ｄ、Ｅをひと 

つにまとめてＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、の４種類とし、Ｄのみを不合格とする。不合格は記録に残さず、また合格者に対しても本人 

の希望による単位の取消し(評定に不満の場合)を認める。 

(五) 卒業論文は、指導教官の認めた項目について提出する。卒業論文の単位数は、文教育学部八単位(ただし、教育学科のう 



ち体・音専攻者は六単位)、理・家政学部六単位とする。 

 

この答申の眼目は、教員養成学校ではなくなったことに伴う学生の科目選択の自由度を、各専攻の修了に不可欠の最低必要科目 

との関係でどう生かすかにあった。この問題その他をめぐって、この答申は、その後企画委員会からさらに各教授会でも検討され 

たのち、昭和二十九年四月から履修規程として実施された。その内容については、後述する一般教育・総合コースなどの項も見て 

いただきたい。この改正履修規程は、その後に現われてくる大学設置基準の設定(昭和三十一年十月)など文部省の大学行政の変化 

とも絡まりながら三十六年再改正されるまで、本学の教育課程の碁本となった。 

 

幼稚園教員臨時養成課程の設置とその廃止問題 

 

既述のように、東京女子高等師範学校には、明治時代から保育実習科(その前は保姆練習科)があって、幼稚園保姆を志望する者 

のため保育の方法を実習させていた。その定員はおよそ二十名で、全国各地の幼稚園に保姆を送っていたが、お茶の水女子大学が 

発足する前、昭和二十三年度をもって保育実習科は廃止された。その前年の二十二年に制定された学校教育法において、幼稚園は 

正規の学校体系の一環として明確に位置づけられ、保姆の名称も教諭と改められた。二十四年五月に公布された教育職員免許法に 

より、幼稚園教諭の一級普通免許状は学士の称号を有する者すなわち四年制の大学を卒業した者に、二級普通免許状は大学に二年 

以上在学し六十二単位以上を修得した者に、仮免許状は大学に一年以上在学し三十一単位以上を修得した者に与えられることとな 

った。しかし四年制の新制大学の卒業者が最初に出るのは二十八年三月のことであり、幼稚園教員を早急に養成・確保する必要が 

あったので、文部省の委託により、二十五年四月一日にお茶の水女子大学および奈良女子大学に「幼稚園教員臨時養成課程」が設 

置されることとなった。 

お茶の水女子大学の幼稚園教員臨時養成課程(略称は幼教)の修業年限は、はじめ一年であったが、昭和二十七年度から二年とな 

った。定員は三十名であったが、毎年およそ二十名が入学して、大学の専任教官または非常勤講師の一般教育科目・専門科目・教 

職科目などの講義を聞き、附属幼稚園の教諭の指導のもとで幼稚園における実習に従事した。のちにこの臨時養成課程の規程が定 

められ、三十一年度入学生より適用された。またその運営規程も定められ、同年四月一日から施行された。これにより臨時養成課 

程は文教育学部に所属することが明確にされ、その運営に関する事項を審議するため委員会が設けられた。その委員長は文教育学 

部長で、そのほか文教育学部教官一名と家政学部児童学科教官一名(それぞれの教授会の推薦による)、一般教育委員会委員長、養 

成課程主任、附属幼稚園長などが委員となった。 

前述のように幼稚園教員臨時養成課程は、明治以来の保姆練習科・保育実習科の伝統を受け継ぐものであったが、臨時養成課程 

の法律上の根拠が明確でないという理由で、他の大学でも同種の課程がしだいに廃止されたので、本学でも昭和四十四年四月から 

この課程の学生募集を停止し、四十五年三月に最後の学生が卒業するとともにその歴史を閉じた。保姆練習科・保育実習科・幼稚 

園教員臨時養成課程の出身者で「みどり会」が組織され、その名簿が発行されているが、その出身者は全国各地の幼稚園で活動し、 

わが国幼児教育百年の歴史のなかで、重要な役割を果した。 

幼稚園教員臨時養成課程の閉鎖廃止に先立つ昭和四十一年六月、本学文教育学部に幼児教育学科を新設する案が発案された。同 

案の「設置理由」は、この臨時養成課程問題に触れて次のように主張している(『教授会議題 昭和四十一年四月―四十二年三月』 

による)。 

 

「本学の前身である東京女子高等師範学校は長く幼稚園教員の養成を行ってきたが、戦後はわずかに幼稚園教員臨時養成課 

  程(二年課程一学年定員三○名)の設置によって辛うじてその命脈を維持してきた。最近における幼児教育の飛躍的な展開にと 

  もない左記のような趣旨をもって現在の幼稚園教員臨時養成課程を、文教育学部内に吸収し一独立学科として本学部に「幼児 

  教育学科」を設置し幼児教育に関する専門の知識及び技術の教授研究をより充実させたい。 

一、幼児教育に関する理論的基礎的な分野を研究教授し、わが国の幼児教育研究のセンターたらしめたい。 

二、幼児教育に関する理論と実践とを一体的に研究し、実践に対する指標を提供したい。 

三、幼児教育の技術や方法についても研究を深め、優秀な幼児教育の実際家を世におくりたい。 



四、幼児教育の機関や制度などについて研究し、将来幼児教育の向うべき方向を明らかにしたい。 

五、幼児の社会的文化的な環境について研究し、健全なる幼児文化の確立をはかりたい。」 

 

しかし、この案は実現しなかった。その後似たようなものとして、昭和四十五年になって家政学部児童学科から、「現代社会にお 

ける児童問題の重要性、本学の現状と将来の大学の使命にかんがみて」十五部門からなるお茶の水女子大学児童研究所開設案が発 

表されたことがあった(同学科教官一同「建議書」)が、これも同じ結末になった。 

 

学長の選挙と交代 

 

東京女子師範学校から東京女子高等師範学校の時代には、文部省直轄学校のひとつとして、その校長が文部省によって任命され 

ていた。お茶の水女子大学が発足した時も、教授会全員一致で推薦された候補者もあったが、初代学長は文部省によって別人が任 

命された。しかし大学となった以上、大学自治の重要な要件のひとつとして、その学長の任命が学内の選挙に基づくものとならな 

ければならないことも、いうまでもないことである。本学の評議会においては、大学発足以後最初の卒業生を送り出すことになっ 

た昭和二十八年三月に、「学長候補者選考規程」および「学長候補者選挙管理委員会規程」の審議と決定が行なわれ、両規程とも同 

月二十五日から施行された。 

 

「学長候補者選考規程」によれば、学長の候補者の選考は教育公務員特例法の規定に基づいて、評議員および附属図書館長 

  で構成される「協議会」で行なわれるが、協議会は候補者選考のため選挙資格者の投票により選挙を行なう。この投票は三次 

  に分けて行なうこととなった。第一次候補者推薦は二名連記(のちに「二名以内連記」と改正)・無記名投票により、その推薦 

  資格者は本学専任の文部教官、文部事務官および文部技官であった。学長候補者は、本学の内外を問わず、学識・学歴・人格・ 

識見など本学学長として適任と思われる者のうちから選考することとなっていたから、この第一次推薦では、時には百名ほど 

も名前があがるわけである。第二次選挙は、第一次推薦で出た候補者のうちから五名連記(のちに「五名以内連記」と改正)・ 

無記名投票により得票順に五名を選出し、第二次候補者とする。この第二次選挙の資格者は、(一)文教育学部教授会で選挙さ 

れた者十二名、(二)理学部教授会で選挙された者十名、(三)家政学部教授会で選挙された者六名、(四)助手全員中で選挙された 

者二名、(五)附属学校教官中で選挙された者各学校一名ずつで四名、(六)文部事務官および文部技官中で選挙された者三名、計 

三十七名の代議員である。第三次選挙は、第二次候補者五名について単記無記名投票により得票過半数の者を学長候補当選者 

とする。得票過半数の者がないときは繰り返し投票を行ない、三回の投票をして得票過半数の者がない時は、三回目の得票順 

により高得点者二名について決戦投票を行ない、得票多数の者を当選者とする。第三次選挙資格者は本学専任の教授・助教授・ 

講師および本学専任の職員で大学教授を兼ねる者であった。学長の任期は四年とし、再選を妨げないが、その場合の任期は二 

年とし、引き続き六年を越えることはできないとした。 

 

「学長候補者選考規程」の概要は以上のとおりであるが、この規程および「学長候補者選挙管理委員会規程」に基づいて、代議 

員および選挙管理委員(七名)の選挙、「学長選挙資格者名簿」の作成・確認、次いで第一次候補者推薦が昭和二十八年四月に行なわ 

れた。第二次投票は五月二十八日に行なわれ、その結果選出された候補者五名の履歴・業績について管理委員会でさらに調査した 

のち、六月十七日に第三次投票が行なわれた。しかし、候補者になった人物の意向と本学側の意向の調整がつかなかったので、「学 

長候補者選考規程」第一三条に基づいて、新たな第二次候補者四名について七月二十四日に二回目の第三次投票を行なった結果、 

蠟山政道(一八九五―一九八〇)が圧倒的多数で当選した。蠟山は昭和十四年に河合栄治郎東京帝国大学教授とともに同大学を辞任 

し、戦後は政治学・行政学の専門家として、実際面においても幅広く活動していたが、本学学長就任の懇請を受けて、それまで引 

き受けていた多くの仕事を整理したうえ、二十九年一月に就任した。蠟山学長は第一期四年の任期満了前、三十二年秋の学長候補 

者選挙により再選され、さらに二年在任して、三十五年一月に次の学長が就任するとともに辞任した。 

本学第三代学長としては、昭和三十四年秋の選挙により、本学理学部教授で理家政学部長、理学部長、附属図書館長などを歴任 

し、理学部長再任中であった久米又三(一八九九―一九七六)が選挙され、三十五年一月に就任した。久米学長は三十八年秋に再選 



され、三十九年一月から第二期の在任中であったが、病気のため辞任を申し出、同年秋の選挙により、本学文教育学部教授で文教 

育学部長を二期務めた藤田健治(一九〇四― )が第四代学長に選出され、四十年一月一日に就任した。 

 

入学試験制度 

 

旧制大学やその予備門入学者の決定は大体において学科試験が中心であり、しかも、初期においては一定の学力水準を維持する 

ための一種の資格試験方式であった。やがて受験生徒の学力水準が期待していた水準にまで上ってくるようになり、かつ学生定員 

が固定してくると、受験者相互の競争を前提にした選抜試験の形を取るようになった。しかし、その時でも、旧制高等学校の入学 

定員は、旧制官立大学の入学定員とほぼ見合っていたため、大学入学についてはそれほど深刻な問題が生じることはなかった。こ 

れに対して、帝国大学進学への道を保証する旧制高等学校への入学試験はしだいに難しくなり、これを改善するため従来さまざま 

な方法が考えられてきた。しかし、選抜方式という入学者決定の制度にメスが入れられることはなかった。すなわち、昭和二年に 

は、高等学校への入学者決定の際、学科試験のほか出身学校における学業成績を重視すること、また人物考査を加えてもよいこと、 

というような新方針が出され、十五年には、出身学校長の調査書・筆記試験・口頭試問・身体検査の結果という四資料を総合的に 

判定して入学者を決めることとなったが、それらはいずれも選抜方式によるものであった。二十二年からは、同じ方式のままで口 

頭試問が廃止され、筆記試験は知能検査と学力検査の二つに分けて実施され、二十三年から知能検査は「進学適性検査」と称され 

るものになった。 

昭和二十四年に、旧制の中等諸学校が昇格してできた新制高等学校の最初の卒業生が、他の入学資格者(通常の課程による十二年 

の学校教育を終了した者など)とともにはじめて新制大学に進学することとなったが、入学者の決定方法は上述の二十二年からの方 

法がそのまま踏襲された。進学適性検査は、国立大学の志願者については、文部省で問題を作成し、東京大学など若干の例外を除 

いて多くの大学では、その入学者選抜試験とは別の日に府県を単位として全国一斉に実施した。これはもともと学力検査偏重の弊 

害を除くことを目的として行なわれたが、その出題および結果の妥当性について十分な信頼を得られなかったこと、またそのため 

の準備がやがて激しくなって、学力検査と合せて二重の負担となったことなどの理由により、大学・高等学校双方から廃止の要求 

が出て、三十年度から全国一斉に行なう進学適性検査は廃止され、その実施は各大学の任意となった。 

お茶の水女子大学では、昭和二十四年六月に行なわれた最初の入学試験の際には、学力検査(国語・社会・数学・理科・外国語の 

五教科)の成績に進学適性検査の成績を加え、出身学校の調査書および身体検査の結果を参照して、入学者を選抜した。二十八年度 

の進学適性検査は二十七年十二月十六日に、二十九年度のそれは二十八年十一月十日に、本学を試験場として行なわれた(二回とも 

受験者数一、七五〇名、使用教室三十六)が、三十年度以後は行なわれていない。 

入学試験に関する企画・運営については、最初は旧制時代以来の教務課幹事と教務課、昭和二十四年末以後は学部長とこれを補 

佐する教授(二十六年八月以後「教務委員」と呼称)、および教務課(二十八年三月以後は各学部事務部)が中心となってこれに当り、 

学力検査五教科を担当する各学科教官が出題・採点を行ない、試験当日には全教職員をあげて試験場の監督・警備その他の任務に 

当った。二十八年九月に教務委員会が設けられてからは、この委員会が入学試験に関する企画・運営の中心となっていたが、三十 

六年に「入学試験委員会」が設けられ、その規程が定められて十一月から施行された。この委員会は各学部長・一般教育委員長・ 

各学部選出の教務委員・学生部長・事務局長をもって構成され、各学部長が一年交代でその委員長となり、毎年度の入学試験に関 

する企画・運営を指揮する体制が明確になった。 

 

一般教育の性格とその発足 

 

戦後日本の新制大学には、その前身が旧帝国大学であったものも含めて、すべて一般教育課程を置くこととなった。このような 

課程は旧制の大学のかつて持たなかったところであり、したがって、その性格は、戦後大学教育の性格を探る手掛りになるものと 

いえよう。 

「一般教育」(general education)の概念の前身は「自由教育」(liberal education)であり、その原型は、古代ギリシャの奴隷 

に対置される市民の教養を意味したカロカガトス(美しい身体、秀でた徳性)の理念にあるといわれている。この理念はヨーロ 



ッパ中世大学では七自由科(seven liberal arts――文法、修辞法、論理学、算術、幾何、天文学、音楽)として定着し、アジア 

社会には六芸の観念が発生する。十六世紀のルネサンス運動以後、この自由教育は古典語の教養と同義語のようになっていく 

が、これを、市民革命以後の工業社会や平等思想との関係でつくり変えて成立してくるのが一般教育の概念である。したがっ 

て、その目指したところには、身分的、特権的、閉鎖的な専門にとらわれない教養という考え方と、産業社会の要求する職業 

教育との開かれた関係で市民たるものに共通に要請される教養を与えるという、二つの志向が流れていると見なければなるま 

い。このような性格を持つ、欧米社会とりわけアメリカで発達した高等教育の授けるべき教養というものについての考え方が、 

十九世紀のドイツ大学の影響下に発達した明治十九年の帝国大学令、および大正七年の大学令下の日本の旧制の大学の改革原 

理として持ち込まれてくる。これが、戦後日本の、新制大学における一般教育問題である。 

占領下の日本で、大学問題を取り扱う機関として発足した「大学設立基準設定協議会」(二八七―八頁)では、昭和二十二年三月 

から一般教育についての審議を行なった。七月にその決定した大学基準では「大学は左に掲げる一般教養科目〔人文・社会・自然〕 

中各系列に亙って夫々三科目以上、全体として文科系の大学又は学部では十五科目、理科系の大学又は学部では十二科目授業を必 

ず用意しなければならない」として、次のような科目を例示した。 

人文科学関係 哲学(倫理学を含む)・心理学・教育学・歴史学・人文地理学・文学・外国語 

社会科学関係 法学・政治学・経済学・社会学・統計学・家政学 

自然科学関係 数学・物理学・化学・地理・生理学・人類学・天文学 

必要の場合にはここに例示した以外の科目を「一般教養科目」に加えることもできた。大学基準のこの部分はその後しばしば改 

訂される。昭和二十五年には「一般教養科目」という名称が「一般教育科目」と改められ、文科・理科系とも三系列にわたりそれ 

ぞれ五科目以上、計十五科目以上用意しなければならないこととなり、各科目とも原則として四単位以上と定められた。新制大学 

における一般教養(一般教育)科目は、もともと欧米高等教育史のなかで長い歴史を経て発達し、アメリカの大学におけるそのアメ 

リカ的形態として定型化されていたものを、日本の大学基準のうちに取り入れ、以上のような試行錯誤を経て改訂が加えられてき 

たものであった。そういう事情もあったためか、その理念は旧制の高等教育機関から移行した新制大学の教職員によって必ずしも 

よく理解されているとはいえない状態が続いていた。大学基準協会は二十三年に一般教育研究委員会を設け、二十四年から二十六 

年にかけて『大学における一般教育』と題する報告書を刊行し、その理念の普及に努めた。その基本的な考え方は「大学の一般教 

育は、民主社会の推進力となるべき市民を育成するための教育であり、その点において少数者のための古典的・貴族的な liberal 

education とは異なる」ということである。 

このような考え方のもとに大学基準協会による普及・啓蒙活動、日本の教育指導者の論説、アメリカの一般教育研究書の紹介と 

その学習など、一般教育改善のためのさまざまな努力や試みが行なわれた(のちに述べる本学における「総合コース」の設定もその 

ような試みのひとつであった)。 

ところが、昭和二十七年四月、占領時代が終り主権が回復されると、戦後教育改革の構図は基本線においては変更はなかったが、 

細部において若干の手直しが行なわれはじめた。三十年代後半から日本経済が「技術革新」「高度成長」の時期に入るとともに、産 

業界の大学教育改革についての要望も現われ、これに関連して三十八年一月に中央教育審議会の「大学教育の改善についての答申」 

が行なわれた。このような全般的な動きのうちで、一般教育の在り方にも修正が加えられることになる。 

前述のように、昭和二十二年七月に大学基準協会が大学基準を採択して、これが新制大学設置碁準として適用されてきた(二八九 

頁)。ところが文部省は、「大学のあるべき姿を定めた」大学基準以外に、「大学を設置するに必要な最低の基準を定める」法令が必 

要であるとして、三十一年十月に大学設置基準(省令二八号)を公布した(「大学設置基準文部省の説明」謄写版刷り)。この大学設置 

基準では、一般教育科目について、前述の二十五年に定められた三系列それぞれ五科目以上、計十五科目以上というものが、それ 

ぞれ三科目以上全体として十二科目以上の授業科目を開設すべきこととなった。各系列に例示されている科目にも変更があった。 

外国語については、二科目以上を開設するものとされたが、学部学科の種類によっては一科目でもよいこととされた。また授業科 

目の種類を一般教育科目・外国語科目・保健体育科目・専門教育科目の四種に分けているのは、これまでの大学基準と同様であっ 

たが、三十一年の大学設置基準では「基礎教育科目」という新しい学科目群が設定された。この基礎教育科目は「一般教育に関す 

る授業科目のうち、その学部の専攻分野に関連あるもの」で、卒業の要件として必要な一般教育科目三十六単位のうち、八単位に 

限り基礎教育科目の単位で代えることができるものとされた。これは一般教育と専門教育の調整を図るための措置であると文部省 



は説明したが、一般教育科目の一部を専門教育の基礎教育として再編成したものであって、戦後の一般教育編成史にひとつの時期 

を画した改革であり、その改革原理は専門教育重視の立場に立つものであったといえよう。そしてまたこれは、わが国産業におけ 

る「技術革新」が要請されていたこの時期に、「基礎学科」を充実して専門教育を「効率化」することを要望した産業界の要請に応 

えたものでもあった。こうして基礎教育科目の導入により一般教育は二系列主義(社会科学系の学部は人文科学系列と自然科学系列 

を、人文科学系の学部は社会科学系列と自然科学系列を、自然科学系の学部は人文科学系列と社会科学系列を、一般教育の履修科 

目とすればよいという考え方)に近づきつつあったのである。 

本学における一般教育科目についての考え方の初期のものは、東京女子高等師範学校が前出の東京国立女子大学構想を発表した 

時、これに付された「東京国立女子大学における一般教養科目の設け方と、その授業担任方について」と題する文書に見られる。 

この文書は、まず本学が小規模であるけれども「単独大学」であって、「一般教養科目」のためのキャンパスを別場所に持つ「複合 

大学」とは違っている点など、その「特色」を述べたうえで、その設け方として、おおよそ次の二点を論じた。 

(一) 「一般教養科目」の内容は「学問の分野から見れば学的〔ママ〕のもので専門科目の攻究と切離すことは出来ない」か 

  ら本学にあっては「専門教養科目に総合して設ける」。 

(二) 大学四年のうちはじめの二年を一般教養に当てるという方法を取らないで、専門科目も一年生から少数だが置き、しだ 

いに「一般教養科目」を滅らし、専門科目を増やすという方式を取る。 

そしてまた、その担当者の性格に言及して次のように述べている。「学問的に考えて一般教養専門の研究者という者はあり得ない」 

のだから、「一般教養科目の担任者は同時に学究としても活動している人でなければならない」。それゆえ本学では、「専門科目の授 

担当者と一般教養科目の担当者とをはっきり分けて固定するという方法を採らない」というのである。 

東京国立女子大学は流産したけれども、この一般教育科目観はお茶の水女子大学に受け継がれ、今日なお基本的なところで継承 

されているといえるものである。 

さて、お茶の水女子大学が昭和二十四年度の発足に際して開講した「一般教養科目」は、次のようなものであった(「昭和二十四 

年度文学部および理家政学部学科課程一覧」による。第二年度開設の科目を含む。カッコ内は単位数)。 

 

人文科学関係 哲学(倫理学を含む)(四)、心理学(二)、宗教学(二)、文学(四)、美学(二)、外国語(十二)(英・独・仏のうちから一 

を選択する) 

社会科学関係 法学(二)、政治学(二)、経済学(四)、社会学(四)、歴史学(二)、人文地理学(二)、家政学(二) 

自然科学関係 数学(四)、統計学(二)、物理学(四)、化学(四)、生物学〔動物学(二)、植物学(二)〕、地学(二) 

其の他    体育〔講義(二)、実技(二)〕、音楽〔器楽または声楽(二)、理論及鑑賞(四)〕 

計(七十四) 

 

文学部の学生は、外国語一科目を含め各系列にわたってそれぞれ二科目以上、合計十科目以上四十単位以上を、理家政学部の学 

生は、外国語一科目を含め各系列にわたってそれぞれ二科目以上、合計九科目以上三十六単位以上を、選択履修し、体育四単位は 

各学部学生の必修科目であって、以上の単位数の外であった。 

単独昇格大学であったということは語学教官、とくに英語以外の語学教官の不足という事態をもたらしたが、これ 



ははじめ非常勤講師で補った部分も多く、また逐次専任の語学教官を迎えて、しだいに充足された。東京国立女子大学案にも盛り 

込まれていたように、本学教官はすべて、 初は文・理家政二学部、二十五年度からは文教育・理・家政の三学部に所属し、通常 

の場合、専門学科を担当する専任教官が交代で一般教育科目の授業を担当した。しかし、科目によっては非常勤講師を委嘱する場 

合もあった。三十八年度以降多くの国立大学で教養部が設置されたが、本学においては設置されることなく、したがって専門学部 

と教養部のあいだの格差に基づく諸問題は生じなかった。しかし一般教育の責任体制その他の面でまったく問題がないわけではな 

かった。 

一般教育の管理運営体制としては、昭和二十四年度に発足の際、一般教養主任(津田芳雄教授)、人文科学関係主任(のちに系列責 

任者と呼ばれた。以下同じ)(同上)、社会科学関係主任(中村一良教授)、自然科学関係主任(黒田チカ教授)がいずれも七月一日付で任 

命された。一般教育に関する教務関係の事務は、 初は教務課が扱っていたが、二十八年三月に教務課が廃止され、各学部に事務 

部が置かれると、一般教育関係の事務は文教育学部事務部で扱うようになった。前述のように、三十三年になって一般教育主任な 

どが廃止され、一般教育委員会が設けられて、その規程が六月一日から施行された。この委員会は、各学部教授会が選出した教官 

各一名、人文・社会・自然科学の各系列の担当教官各一名、外国語および体育の担当教官各一名で組織され、委員長は委員会が推 

薦し、評議会の議を経て学長が委嘱することとなった。そしてこの委員会は、一般教育・一般外国語・一般体育に関して、カリキ 

ュラムに関する事項、担当教官に関する事項、その他重要と認められる事項について審議し、委員会で決定した事項は、各学部教 

授会および評議会に提案もしくは報告し、その議決を経るものとされ、カリキュラムその他教務に関する事項は、教務委員会の議 

を経なければならないと規定された。また以前から一般教育主任が議決に加わらないメンバーとして評議会に出席していたが、こ 

れ以降は一般教育委員会委員長が同じ資格で評議会に出席することとなった。以上のようにして、一般教育の管理運営体制および

他の学内諸機関との連絡体制が整えられたのである。 

上述の各系列で用意される科目および単位数はその後しばしば変更されたが、あまりに煩わしいのでここではいちいち記さない。 

また学生に要求される科目数および単位数が、上述の大学基準および大学設置基準の改訂とともに、本学においても変更されたこ 

とはいうまでもない(詳しくは、各年度の『学生便覧』および『開講科目』を参照されたい)。前述のように昭和三十一年十月に制 

定された大学設置基準で「基礎教育科目」が導入されたのに伴って、本学でも三十二年度から理学部および家政学部の学科課程に 

「基礎教育科目」が加えられた。『学生便覧』の「学科課程」の表では、四十一年までは基礎教育科目が専門科目に属するものとし 

て理学部のところに記載されていたが、四十二年度以降はこの表の 初に「一般教育科目・基礎教育科目および保健体育科目」と 

並び記されるようになった。そして四十六年度から「学部履修規程」の大改正が実施されたが、それについては次節に述べる。な 

お、三十三年十二月には、(一)一般教育科目と専門科目の関係、(二)基礎教育科目、(三)教養学部問題などからなる「一般教育等に 

関するアンケート」を学生に求め、その後の改正の参考とした。 

 

総合コース 

 

昭和三十一年四月に始まる総合コースは、二十九年一月に本学学長に就任した蠟山政道学長の構想に端を発している。 

専門教育に先んじて広い一般的基礎知識の修得が不可欠であるという思想は、二十四年に発足した新制大学に固有のものであっ 

た。この前提をふまえて、学問の分化が顕著な現代社会では、孤立しがちな諸学問の連関を回復させ、全体を把握する総合的視野 

からの的確な判断力を学生につけさせることこそ、一般教育に要求されているのではないかというのが蠟山学長の考えであった。 

この意見が三学部教授会の支持を得、構想実現化の検討が当時の一般教育委員長に委嘱され、三十一年一月から準備の研究会が発 

足した。この研究会で問題点の討議が行なわれたが、日本の大学には前例がない構想であるだけに、制度的にさまざまな疑問点が 

指摘されたが、それらの諸問題は開講され実践の過程で克服されるのではないか、要はこの実験を行なう勇気を持つことであると 

いう責任者の決断によって、実施の具体的作業へと前進した。 

講義の内容および進め方についても解決しなければならない問題が多々あった。講義題目の決定に関しては、人文・社会・自然 

の三分野にまたがる共通のテーマのもとに総合化を目指すいき方と、各分野ごとにテーマを定めて総合化を図る方向が検討された 

が、前者による総合化の方向が取られることに決った。また講義の構成については、関係科目の多数教官が参加するやり方と、一 

人の広い知見を有する教官による各分野の学問の紹介・比較による二案が考えられたが、討議の末、多数教官の参加による方式の 



採用が決定された。 

受講対象者は主として二年生とすることとしたが、それは高等学校から入学したばかりの学生にただちに本コースを聴講させる 

よりは、一年間大学における一般教育を受けた者を対象とする方が、より教育的効果が期待できるであろうという判断からであっ 

た。 

主題の決定に当って研究会が参考にしたのは、アメリカのコロンビア大学の総合コースの教科書ともいうべき Chapters in  

Western Civilization, 2 vols., 1948.とハーバード大学の General Education in a Free Society, 1946.の二書で、ことにコロンビア 

大学のテキストの第一巻 Introduction to Contemporary Civilization in the West に示唆を得、文明の歴史的発展と現代社会の問題 

という見地から、「ギリシア・ローマ文明」という第一回のテーマの決定をみた。 

こうして三十一年四月開講の運びとなったが、初年度の講義担当者および担当分野は、蠟山学長(社会・政治)をはじめ、藤田健 

治(哲学)、尾鍋輝彦(歴史)、飯本信之(地理)、丸山磯四郎(数学)、井上茂(国際関係)の本学諸教官のほかに、藤井義夫(宗教)、呉茂一(文 

学)、沢柳大五郎(美術)、菅井準一(科学)の学外講師の出講を要請した。 

こうして年間を通して多数の教官によって行なわれる講義の総合性の把握が大きな問題となった。聴講する学生が各専門分野の 

教官・講師の講義に接し、そこから自主的に問題の総合を試みることは絶対に必要であるが、教官側としても開講に先立って担当 

教官打合せ会を通して各講義相互のあいだの連絡を取るとともに、全教官の講義要綱をパンフレットにして配布することで、各講 

義の連関の助けとするよう工夫された。またこの講義要綱の末尾に担当教官が参考文献をあげることで、受講者の自主的学習を期 

待することとし、そのために大学附属図書館に「総合コース・コーナー」を設け、その年度の参考文献をできるだけ揃えるよう努 

めることとした。これらの配慮に加えて、さらに積極的な方策として、その年度の担当教官と学生が一堂に会して、教官と学生と 

の質疑応答、教官同士の対話によって論点の総合的把握に資する目的で、セミナーを開催することにした。 

初年度の総合コースに出席した学生は約三十名であった。聴講学生が少数であったのは、対象とする二年生のほかの必修科目と 

時間が重複したためであったが、蠟山学長はセミナーの司会も担当し、学生を数グループに分け、各グループの代表にセミナーで 

の意見発表を求めるなど、推進者としても活動し、印象深い発足であった。 

翌昭和三十二年度からは、少なくとも対象の二年次学生が聴講可能であるよう時間割上の措置が取られたこともあり、受講希望 

が三百名を越えたが、これを収容する適当な教室がないため受講者を約二百名に調整しなければならず、したがって初年度のよう 

に学生をグループ別に分け、セミナーで意見発表を促す方式は断念せざるを得なくなった。以後受講者は常に二百名を越え、今日 

に至っている。三十三年一月には総合コースに関するアンケートを学生に求め、これを以後の改正の参考にした。 

二年生を主対象とする総合コースは、三十四年度と三十五年度にはその試みを拡大して、従来の二年生向けＢコースのほかに、 

一年生対象のＡコースを開講したが、一年生には修得すべき必修科目が多いこと、総合コースを聴講するためには、やはりある程 

度の一般的基礎知識が必要であることが再確認され、以後中止となった。また従来どおりの総合コースも、他の科目との関係から、 

それまでの週二回という時間編成から週一回の講義に改められた。 

開講前に懸念されていた制度上の諸問題も、講義と平行して検討され、試験については学年末に各講師の出題に学生が選択・解 

答し、三系列のうちの二系列にそれぞれ二単位を振り替え、年間四単位まで修得を認めることに落ち着いた。 

こうした 初の四、五年のさまざまの試行錯誤を経て、週一回の講義を、各教官がほぼ二回ずつ担当し、前・後期に少なくとも 

セミナーを一回以上開催する今日のような形態ができあがった。また草創期の一般教育委員会委員長を中心とする運営から、各学 

部から一名ずつ世話人を出す方式となり、今日では正式の機関ではないが総合コース委員会として運営に当り、その代表者は五十 

年四月から一般教育委員会の委員に加えられた。 

運営に当って委員のもっとも苦心するのは各年の主題決定である。人文・社会・自然の三系列の教官がほぼ平均した形で参加で 

きるような総合的題目を見出すのは、決して容易ではないからであるが、歴史的方法と現代的問題意識を両軸とし、これに比較的 

視点を加えて選定されているといえよう。以下にあげるのが各年度のテーマである。 

 

三十一年度「ギリシア・ローマ文明」 

三十二年度「近代社会と人間」 

三十三年度「現代社会の動向と人間関係」 



三十四年度「現代における自由と進歩」(一年生向け) 

〃   「現代における自由と進歩」(二年生向け) 

三十五年度「東と西」(一年生向け) 

〃   「現代における自由と進歩」(二年生向け) 

三十六年度「東と西」 

三十七年度「ギリシア・ローマ文化」 

三十八年度「現代社会における人間と自由」 

三十九年度「自然と社会」 

四十年度「科学と人間」 

四十一年度「ものをみる眼」 

四十二年度「ものをみる眼」 

四十三年度「大学と学問」 

四十四年度「人間と環境」 

四十五年度「日本と外国」 

四十六年度「続・日本と外国」 

四十七年度「学問のあゆみ」 

四十八年度「自然と文明」 

四十九年度「近代から現代へ」 

五十年度「生命とは何か」 

 

次に重要な委員の任務は講師の人選と出講依頼であるが、本コースが今日まで存続し得たのは、なんといっても、三学部教官が 

深い理解を持ち、それぞれの担当講義以上の負担を引き受け、快く協力しているからにほかならない。また本学のように規模の大 

きくない大学では、学部を越えた教官の交流が密であることや、全教官が一般教育に当ることを建前としていることも、総合コー 

ス成立の無視し得ない要因といえるかもしれない。 

受講学生の反応であるが、この点については、昭和三十三年に続いて三十七年と三十八年にも受講者に対してアンケートを実施 

している。三十七年のアンケートでは、「一つのテーマをいろいろの角度から見ていけるので、総合的なものの見かたが養える。そ 

の点で他の一般教育科目より充実した知識を修得できる。これこそ典型的な一般教育であろう」という積極的評価が、もっとも多 

かった。また三十八年のアンケートの「総合コースは他の授業科目に比べてとくに意義があるか」という設問に対して、次の回答 

を得た。 

意義があると思う 一二〇人 七三% 

どちらともいえない 四一人 二五% 

意義がないと思う 三人 二% 

もちろん、「総合」という以上もっと統一性がほしい、内容が時として浅くなりがちである、などといった批判や提言は、常に反 

省の材料として受け止めなければならないが、全般的に学生によって積極的に評価されていると考えられる。 

一般教育の新しい試みとして本学が「総合コース」を開講したことが学外に伝わるにつれ、この実験に対して各大学から深い関 

心が寄せられ、国立大学協会の一般教育専門部会でも予想外の期待をもって迎えられ、本学に総合コースの資料を求める大学も少 

なくなかった。こうした外部の要請ばかりでなく、学内的にも一応の成果をまとめる目的で、昭和三十九年にお茶の水女子大学総 

合コース研究会の名で『一般教育における総合コース』を民主教育協会の『ＩＤＥ教育資料』第三二集として出版した。 

こうして本学の実験が契機となり、東京大学や慶応大学をはじめとして、全国の国公私立の相当数の大学が、それぞれ独自の方 

式で総合コースを開講するに至っている。 

総合コースが諸大学で開設される傾向をうけて、文部省もこれを積極的に評価し、昭和四十六年四月からの大学設置基準に関す 

る要綱の改正に当って、従来の人文・社会・自然の三分野に加えて、「特定の主題を教授する二つ以上の学問分野を総合したもの」 



を正式に一般教育の授業科目として認めるに至った。したがって本学でも長年の単位振り替え方式を改め、総合コース独自の単位 

を与えるようになった。 

 

教職課程 

 

旧学制では、教員養成は師範学校を中心に行なわれ、本学の前身である東京女子高等師範学校はそのひとつでもあった。ところ 

が、戦後の教育改革に際して、以前から底流としてあったこの師範教育に対する批判が一挙に表面化した。そこで戦後の新学制で 

は、教員養成だけを目的とする特別の学校で教員の養成を行なうのではなく、一般大学教育の一環としてそれを行なういわゆる開 

放制度が取られることになった。学芸学部や教育学部という名称を持つ学部が置かれ、それらの学部が旧師範学校を再編成してつ 

くられたものであったとしても、教員養成に関して他の学部と異なる特別の役割を持つものではなく、まして卒業が同時に教員資 

格の取得を伴うしくみの学部というわけではない、とされたのである。この開放制度は、昭和二十一年八月に設置された教育刷新 

委員会の建議(第六回、二十二年十一月)に基づくものであった。すでに述べたように、本学が昇格運動のなかで、戦前の一時期推 

進した女子師範大学案を戦後は棄て去り、師範色を一掃して一般大学のひとつとしての志向を強めていったのは、その内包してい 

た論理に加えて、このような戦後教員養成制度の改革動向があったからにほかならない。 

新制大学における教員養成のための教育課程、いわゆる教職課程は、この開放制教員養成制度のもとでの教員の資格付与の要件 

と関連する。開放制の方針が決まると、この要件を定めることが急務となった。文部省で立案が進められ、教育職員免許法が国会 

の審議を経て可決・成立し、昭和二十四年九月から施行された。この法律により、大学以外の学校の校長・教員および教育委員会 

の教育長・指導主事は、すべて「各相当の免許状を有するものでなければならない」ことが定められた。そして免許状の種類は普 

通免許状(一級および二級)・仮免許状・臨時免許状とされた。このうち普通免許状は、大学において教職専門科目を含む所定の単 

位を修得することを授与の条件とした。以上のような経緯を経て、全国の新制大学はその教育課程のうちに「教職課程」と呼ばれ 

る特別の課程を設け、また、教職希望者に対して「教育実習」を行なわせることとなった。 

本学では昭和二十四年の大学発足当初から「教職教養科目」(のちに「教職教育科目」)を設け、そのうちに「教育実習」が含ま 

れていたが、二十六年九月に「教育実習委員会」を設けて、教育実習の企画と実施に当らせることとなった。この委員会は各学部 

から選ばれた教官三名、教育学科教官三名、および附属高等学校・中学校教官三名から成っていた。実習は二十七年四月・七月、 

九月・十月の二期のコースに分けてそれぞれ三週間ずつ、大学の四年生のうちの教職希望者について附属高・中十八学級で行なわ 

れた。二十八年八月二十五日には「教育実習委員会規約」が施行され、この委員会は、文教育学部長、教育学科教育学専攻主任教 

官、教職教育課程主任教官、各学部教授会から選挙された専任教官一名ずつ、附属高等学校長、附属中学校長、附属高等学校およ 

び附属中学校の教育実翌主任教官によって構成されることとなった。なお附属小学校または附属幼稚園において教育実習を行なう 

場合には、当該校園の長および教育実習主任教官もこの委員会の委員に加わることとなった。 

委員会は、交付する免許状の種類として何と何を定めるか、各免許状取得に必要な単位を、教育職員免許法に照らしてどう定め、 

これと大学の学部学科を卒業するのに必要とする単位との関係をどうするか、さらに、免許法に定められている教育実習をどのよ 

うに行なうか、などについて検討を重ねた。 

教職課程の運営に当って、困難が多く、発足以来その規則の改正の も多かったのは、教育実習に関する部分であった。教育実 

習委員会は、教職課程の管理を始めるに当って、教職科目中の各教科教育法三単位中一単位は、純然たる座学ではなく、これを「観 

察参加」と呼ぶ実習に準ずる方式で行なうことを決め、附属学校と協議のうえ、これを実施してきた。その内容は、授業の実際の 

場面に即した講義・観察・討議・参加とし、昭和二十三年度にはこれに必要なテキストをつくることになった。手引書の原案は当 

時教職科目を担当していた教育学科の教官によって作成され、これに実習日誌の部分を付け加えて同年度から使用することになっ 

た。この手引書はその後若干の修正を経て現在に及んでいる。「観察参加」の成績評価は、当初は、各学部委員、教育学科教官およ 

び附属学校教官が行なうことになっていたが、これもその後若干の修正を経て、附属学校教官の手により行なわれるようになり、 

今日に至っている。 

実習校での実習期間をどう定めるか、協力校をどこに求めるかも、大きい問題であった。附属学校での中・高免許状希望者向け 

実習の場合、期間は昭和二十七年度には、前述のように二コースがあり、二十八年度には、これを前期四月十六日から二十二日、 



後期七月六日から十八日の計三週間、各人毎週四時間以上、単位は三単位とした。しかし、この実質三週間案は、卒業認定に要す 

る大学カリキュラムの実情になじまず、間もなく二週間とする案に変更された。なお、幼・小の免許状については、二単位の実習 

が附属幼稚園と小学校のそれぞれで行なわれてきた。 

少し遅れて本学附属校園以外の協力校での実習がほぼ同じ原則で始められた。当初は本学西隣の文京区立第七中学校を指定校と 

し、ここで行なわれた。このようなことが可能であったのは、当時、教職を希望する学生の絶対数がそれほど多くなく、またほと 

んど附属学校だけで行なわれていたからである。ちなみに、昭和三十二年度の協力校に出た実習生数をあげておくと、理科・社会・ 

家庭合せて十八名に過ぎなかった(全員を文京区立第七中学校で行なった)。 

しかし、その後に現われてきた教職(実習)希望学生数の漸増は、受け入れ側である東京都内および周辺県の各学校のこの問題に 

関する姿勢の変化や、都内の他大学における希望者数の増加という要因も加わって、さまざまの困難を教職課程の運営面にもたら 

すことになった。 

教職課程履修の学生数は、昭和二十七年度は二二九名であり、三十年度は二一八名であった。四十年度以降は、通常三百名台と 

なる。いまそのうち、実際に教育実習に参加した学生数と教職就職者数を年度順に並べると表Ⅳ・１２のようになる。なお、免許 

状取得者中教職に就いている者の割合も付記しておく。 

なお以上述べた「教育実習委員会」とは別に「教職課程委員会」が設けられることとなり、その規程が定められて昭和三十五年 

一月一日から施行された。この委員会は各学部選出教官各一名、教職課程主任(教育学科教官)、一般教育委員会委員長および必要 

に応じ委員会が委嘱する臨時委員から成り、教職教育科目、教員免許およびこれらに関連する重要事項について審議することとな 

った。この委員会は教育実習委員会としばしば合同委員会を開いて、教職課程および教育実習の運営に当ってきた。 

 

戦後日本の大学における教員養成制度は、こうして開放制度で出発し、開放制度下で今日まで行なわれてきた。しかし、こ 

の間、何らかの修正の試みがなかったわけではない。その後軌道修正が文部省自身によって図られたのである。昭和三十三年、 

文部大臣の諮問機関である中央教育審議会は、「教員養成制度の改善方策について」の答申を発表した。これをうけて、四年後 

に教育職員養成審議会が「教員養成制度の改善について」の建議を行ない、さらに「教員養成のための教育課程の基準につい 

て」の試案を発表した。それは、教員養成の教育課程や教員組織に対する政府の指導監督権強化をうたうものであり、教育実 

習の重視、入学者選抜に当っての「人物考査」の実施、卒業後は全員教員に採用し、場合によっては就職指定も行なうことな 

ど、旧師範学校の復活を思わせる内容を含んでいたので各方面で論議を呼んだ。 

戦後教員養成制度は一般大学における開放制下での教員養成ということで出発したのだったけれども、以降の歴史を少し詳 

しくたどると、必ずしもこれに一元化されていたわけではい。国立大学のなかにも「教員養成の使命」のみに徹することを公 

言していたところもあったのだから、三十年代に入って現われたこの修正は伏線がなかったわけではない。しかしこの時代は、 

政治、経済、教育全分野にわたる日本の転換、占領下諸政策の見直し期であり、教育だけとって見ても、教員養成だけでなく、 

小学校から大学に至るまでの各分野で、そのきざしがはっきりしてきた時期であった。そのひとつが、教員養成の分野に、こ 

ういうかたちで現われてきたということであろう。 

中央教育審議会のこの答申に対しては、国立大学協会、日本教育大学協会などのほか、これに関連する国公私立大学がなんらか 

のかたちの意志表示を行なった。本学でも昭和三十三年十月、学内に各学部代表から成るお茶の水女子大学教員養成制度委員会を 

つくって問題点の検討を行ない、まず「教員養成制度改善に対する要求」(案)と題する意見書を三十四年一月二一十日付で作成し 

た。それは、東京女子師範学校として発足してより以来の本学の歴史をふまえて、この施策の「難点」を次のようにあげるもので 

あった。すなわち、考えられている「教育大学(学部)」は、(一)「大学基準によらない別個の特殊の大学であるが故に、旧師範制度 

に見た閉鎖的な視野の狭小な、しかも、固定化した特殊の施設となる」おそれがある。これは大学ではない。(二)「監督指導の仕 

方によっては、教員養成の責任を大学の手から奪い、教員養成に対する大学の積極的な寄与の機会の否定ともなり兼ねない。」(三) 

実習重視のあまり、「正規の大学と比べ」て学生の学力を低下させ、ひいては、教科指導にも差し障りを生じる。(四)学生のあいだ 

でのこの分野への「魅力」は減退し、質の低下は到底避けることはできまい、等々の難点を含んでいる。また、「一つの大学の組織 

のなかに『大学基準』による学部・学科と、『教員養成を目的とする』学部・学科の併置する場合は、学科課程構成上からも、大学 

の管理運営の上からも、多くの障害を起すに相違ない。したがって大学の発展力を停滞させるうれいがある」という点からも、こ 



の案は好ましくない、云々。この委員会「案」は、その後学内諸機関の意見を十分聴取したのち、ほぼ原案のかたちで、翌三十四 

年四月『教員養成制度改善に関する意見』と題し、お茶の水女子大学教員養成制度委員会の名前で公表された。 

結局、教員養成制度の手直しは、本学の教職課程には直接影響を与えるものには発展しなかったが、問題がこれで片付いてしま 

ったわけではない。 

 

現職教育の実施 

 

ここで話は少しさかのぼる。戦後の新しい教員養成制度では、教員の免許状は教育職員免許法により、大学において所定の単位 

を修得した者に授与されるのが原則となったのであったが、新制大学の卒業生が出るのは四年先のことであり、さし当って必要な 

ことは、現職にある多くの教員が適当な資格を得ることであった。そこで現職教育の実施という課題が浮び上ってくることになっ 

た。 

 

旧令による免許状を有する者の切り替えについては、教育職員免許法施行によって定められ、また従前の規定による学校の 

卒業者に対しては、現職教育によって新しい免許状が与えられる方式が設けられ、この方式は教育職員検定として免許法に規 

定された。このような現職教育による免許の取得は、わが国の教員免許制度史上画期的なことであった。現職教育の方法につ 

いては、聴講生・研究生としての大学在学、大学の公開講座の聴講、免許法認定講習の受講、免許法認定通信教育の受講など 

によることとし、その単位修得と認定については、「教育職員免許法施行規則」で具体的に規定された。 

 

本学においては、昭和二十四年十一月に「免許法対策委員会」が設けられた。翌年一月の企画委員会で、本学も現職教育の実施 

校に加わって単位認定の権限を得るよう文部省に交渉し、それが認められれば本学を挙げて実行に努めることと決議された。多数 

の東京女子高等師範学校卒業生が現職にあって、新しい免許状を取得する必要があったからである。二十五年二月に免許法対策委 

員会が強化され、本学在学生に対して免許状取得のための単位を取るよう勧告するとともに、卒業生一五〇ないし二〇〇名に対し 

て「教職に関係ある女性の一般教養・専門教養並に教職教養を高めることを目的とする」(公開講座「目的」規定)お茶の水女子大 

学公開講座(免許法認定講習会)を実施することとなった(第一回が三月二十六日―四月六日および二十九日、第二回が四月中旬―六 

月中旬、第三回が九月十二日―十一月二十八日)。教育長、指導主事および教員養成学校教員のための「教育指導者講習」(ＩＦＥ 

Ｌ)も二十五年九月に始められた。二十六年三月に免許法認定通信教育のための「教職員通信教育部」の開設が認められ、四月一日 

から開設された。この講座は主として本学文教育学部教育学科の教官が担当し、教育原理関係六科目、教育心理関係三科目のほか、 

教育社会学および学校管理について開講、教科書に研究手引を添えて受講者に送付し、研究課題を設けて回答を提出させ、回答に 

は批評・添削・採点を行ない、終末考査に合格した者に対して単位修得の認定を行なった。この通信教育講座は毎年七月から十月 

までと十一月から二月までの二期に分けて開設され、三十三年度をもって完了した。そのうち も受講者の多かった科目「青年心 

理学」について見ると、二十六年度から三十二年度に受講者合計二二二名、修了者合計一二九名であった。通信教育講座の事務を 

処理するためには教育学科に「通信教育部」を置いた。 

以上のほか、昭和二十六年度には幼稚園教員認定講習会(六月二十五日―七月三十一日)や家政学の夏期認定講習会が開かれた。 

二十七年夏には幼稚園教員認定講習会(六月二十八日―八月二日)、秋には小学校管理についての教育指導者講習会が開かれた。 

 

専攻科の設置と廃止 

 

昭和二十二年に制定された学校教育法においては、大学に専攻科や大学院を置くことができるものと定められていた。お茶の水 

女子大学が発足して間もない二十五年三月の企画委員会において、大学院を置く大学とするため全体計画を立てることが決議され 

た。元来新学制は、旧制のさまざまな高等教育諸機関を整理し、統合して、単一の四年制の新制大学にするという主旨であったが、 

財政上の制約があったため、旧制時代の財政格差がそのまま引き継がれた。すでに早くも二十五年の頃から、大蔵省は国立大学を 

「旧制学校の組織に応じ、ＡＢＣの三種に区分し、学部の分合を行うこと」という方針を示し、文部省もこの案を実状に合った措 



置であると考え、Ａは博士課程と修士課程の大学院を置く大学、Ｂは修士課程の大学院を置く大学、Ｃは大学院を置かない大学で 

あったといわれる。二十五年三月の段階においてお茶の水女子大学の企画委員会は「Ｂ級大学を目標に構想を練ること」という方 

針を立てた。後述するように、二十七年七月に「大学院設置案」が作成される。それは、修士課程と博士課程を置き、文化科学研 

究科と自然科学研究科の二本立てで、それぞれの修士課程の一学年定員は十二名、総定員は二十四名、それぞれの博士課程の一学 

年定数は六名、総定員は十八名、大学院の研究指導を担当する教官は本学教授をもってこれに当て、そのほか本学の教授・助教授・ 

講師・非常勤講師が講義・演習・実験などを分担する、という案であった。 

大学院の基準については、昭和二十二年七月に創立された大学基準協会が二十四年四月に大学院基準を作成し、大学設置委員会 

がこれを大学院設置基準として採択した。これを適用して、二十五年度に私立四大学に 初の新制大学院(修士課程)の設置が認め 

られ、国公立新制大学の 初の卒業生が出た二十八年に、国公立大学にも大学院が設置されるようになった。しかし国立大学の新 

制大学院については、文部省は旧制大学の系統を引く大学または学部の上に置くことを原則とし、その設置を制限する方針であっ 

たため、お茶の水女子大学の大学院設置も容易に認められる情勢ではなかった。 

このような情勢であったため、本学では、大学院が設置されるのに先立って、昭和二十九年度から「専攻科」が設置されること 

になる。この専攻科設置を目指して、本学は「専攻科に関する計画」と題する文書を、二十七年八月、文部省宛提出した。それは 

三学部合計二三三名の定員計画のものであった(『専攻科に関する計画』謄写版刷り、による)。しかし、これはただちに実現には 

至らず、二十八年度にはまず「専攻生」の制度が設けられた。専攻生は本学において特定の専攻事項を研究する者で、指導教官の 

指導を受ける者とし、入学資格は新制大学卒業者またはこれと同等の学力を有する女子であった。定員は三十三名、在学期間は一 

年であるが、四年まで延長を許可することができるものとされた。専攻生は在学中一年間に専攻生特別課程専攻科目十五単位以上、 

研究論文十単位、計二十五単位以上を履修し、これらの単位は教育職員免許法施行規則第三一条の規定により認定された単位とす 

ることができる。以上が「専攻生規程」の概要であった。二十八年四月に文教育学部十五名、理学部十名、家政学部八名の専攻生 

が募集され、選考試験の結果、文教育学部二名、理学部五名、家政学部一名の専攻生が四月に入学を許可された。 

 

この専攻生の数は定員という性格のものではなかったようである。たとえば、理学部の二十八年三月二十五日の教授会の記 

録には、「専攻生規程、募集について、教務委員会の原案に対して次のような意見が出た」と記されている。「理学部定員十名 

は、志願者および大学全体の定員とにらみ合せ、flexibility のあるものにしたい。試験という字は、できたら使用せずに選考 

という字を多く使って頂きたい……」。 

 

翌昭和二十八年一月から二月にかけて、家政学部に専攻科を設置する案がまとまった。四月、文部省から、大学設置審議会に協 

議した結果として正式認可の通知があった。修業年限は原則として一年、三十単位以上を履修することとし、児童学・食物学・被 

服学の各専攻それぞれ五名ずつ学生募集が行なわれ、四月に学力試験および身体検査を行なったのち、十二名が入学を許可された。 

文教育学部と理学部の専攻生の制度は存続することとなり、二十八年度専攻生のうち在学二年に延長を希望する者のある場合は、 

それぞれの教授会において審議のうえ延長を認めることとなった。二十九年十二月には学則を改正して専攻科および専攻生課程に 

関する規定を加え、また「家政学専攻科規程」を定めた。三十年度に入ってさらに文教育学専攻科が設置されることとなり、哲学 

専攻、史学地理学専攻、文学第一専攻(国文学・中国文学)、文学第二専攻(英文学)それぞれ五名ずつ、教育学専攻(第一課程および 

第二課程)十名、計三十名の学生募集が行なわれ、七月に学力試験および身体検査のうえ、十九名が入学を許可された。三十一年度 

には理学専攻科も設置され、数学専攻、物理学専攻、化学専攻それぞれ六名ずつ、生物学専攻十二名、計三十名の学生募集が行な 

われ、同様にして四月に七名が入学を許可された。こうして三学部とも専攻科が置かれたので、三十一年度から専攻科規程も一本 

化され、これに適合するよう学則改正も行なわれた(『評議会記録』および『専攻科設置申請書類綴』)。 

 

なお三十八年四月に大学院家政学研究科(修士課程)が設置されるとともに、家政学専攻科は廃止された。評議会および教授 

会の記録によれば、家政学部では二十九年度予算要求の際すでに大学院案を出していたが、この時は実現性から考えて専攻科 

とし、その認可を得た。そして、以来このままの状況が続いてきていた。結局十年近くたって要望が実現し、専攻科はその任 

務を終えたことになる。三十九年四月には大学院理学研究科(修士課程)が設置されるとともに、理学専攻科が廃止となった。 



文教育学専攻科は、四十一年四月に大学院人文科学研究科(修士課程)が設置されたのちも、一部存続していたが、四十八年四 

月に人文科学研究科に舞踊教育学専攻が設置されるとともに、全廃された。 

 

附属図書館の新築・移転 

 

昭和三十二年以来新築工事を進め、ようやく完成をみた附属図書館の開館式が、三十四年九月、お茶の水女子大学開学十周年記 

念を兼ねて行なわれた。 

本学の図書館の歴史は、明治八年に開校した東京女子師範学校時代の「書籍縦覧室」の制度にさかのぼる。お茶の水女子大学附 

属図書館は、戦災をまぬかれた東京女子高等師範学校時代の図書の蒐集と閲覧に関する遺産を引き継いで、昭和二十四年開学とと 

もに発足した。初代の館長は、二十四年六月二十九日の教授会ではじめて教授会の選挙によって決定され、久米又三教授がこの任 

に選ばれた。「館長」という職名はそれまで存在せず、この時はじめて設けられた(『教授会議事録』昭和二十三年―二十四年度、「事 

務分掌規程」第二条・昭和二十四年九月一日制定、『学報』四号、昭和二十四年、による)。その後、二十八年十月になって「お茶 

の水女子大学附属図書館長候補者選考規程」(四十八年十月二十四日さらに改正)が制定・施行され、「選挙による」とする二十四年 

六月以降の慣行が、正式に法制化された。また、翌二十九年二月には館の「運営に関する重要事項を審議するため」(委員会規程第 

一条)、「お茶の水女子大学附属図書館運営委員会」を組織する規程が制定された。附属図書館の、今日に至る歴史の詳細について 

は、各説第四章を見られたい。 

 

家政学部附属食物化学研究施設の設置 

 

昭和三十年頃から家政学部で、家庭経営学科新設の要望とともに「生活科学研究所」設置の要求が高まってきた。これは食生活お 

よび衣生活、ならびに乳幼児の心身の発育および家族経済に関する、基本的研究を行なう諸部門から成る研究施設設置の計画であ 

ったが、実現に至らなかった。この要求の底にあったものは、研究者を養成することのできる大学にしたい、学部卒業生が研究者 

として成長するまでのあいだ、本学に帰ってきて研究を続ける施設と場所が欲しい、という教官と卒業生ともどもの願いであった。 

昭和三十三年四月になって食物化学研究施設を家政学部に設置することが認められ、六月には本学で「食物化学研究所規程」が 

定められた。三十四年三月三十一日付の文部省令により本学家政学部に食物化学研究施設が四月一日から設置されることとなった。 

この時は講師振り替えで教授一名の専任者が認められただけであったが、四十二年度に教授・助教授・助手・事務官各一名の定員 

増となった。これらの専任者、および家政学部と理学部からの兼任者により、食品成分・食物微生物・調理加工・栄養の四部門で 

研究が行なわれるようになった(昭和五十五年四月一日からは、生活環境研究センターとして家政学部を離れ、学内共同教育研究施

設となった)。 

 

理学部附属臨海実験所の設置その他 

 

理科の生徒に対する生物学臨海実習は、女子高等師範学校時代の明治三十年頃から神奈川県三浦郡(現在は三浦市)三崎町小網代 

油壼の東京帝国大学理学部附属臨海実験所の施設を借用して行なわれていた。お茶の水女子大学になってからも、理学部生物学科 

の臨海実習は同所で行なわれていたが、本学附属の臨海施設の必要が唱えられ、昭和三十五年になって生物学科出身の久米学長を 

中心として具体化される気運が生じた。さまざまな候補地について検討が行なわれた末、三十八年になって、旧海軍用地であった 

千葉県館山市香字長通一一番の国有地が も有力な候補地となった。三十九年末に学内に臨海学習施設設立準備委員会が設けられ、 

この施設の構想・立案、学内の意見の調整に当るとともに、候補地取得のため、地元をはじめ関係当局との折衝に努め、四十四年 

三月になって八、五六一平方メートルの土地取得が決定した。平屋建三〇〇平方メートルの研究棟と二階建延三六〇平方メートル 

の宿泊棟が四十五年三月に竣工し、周年四月一日付で文部省令により本学理学部附属臨海実験所が正式に設置されることとなった。 

同年五月に「臨海実験所運営委員会規程」、六月に「臨海実験所規程」が定められ、この実験所は海洋科学に関する研究ならびに 

教育および実習、その他運営委員会で必要と認めた業務を行ない、所長以下若干名の所員および事務職員を置くこと、理学部長を 



委員長とする運営委員会が事業計画その他重要な事項を審議すること、などが決められた。また四十六年五月に「臨海実験所使用 

規程」が定められ、本学の教職員や学生以外の者でも、所長が適当と認めた者は、海洋に関する研究・実験・実習のためこの実験 

所を使用することができるものとされた。 

なお昭和四十四年十二月に「館山施設計画委員会規程」が定められ、本学附属校園から選出された教官も参加して、この実験所 

の西側の本学所管の未開発地の利用や将来計画について審議することとなった。附属校園の生徒・児童を含む全学の教職員や学生 

が使用できるよう、水泳など臨海学習のための施設の建設が考慮され、館山野外教育施設が昭和五十三年六月に設置された(臨海実 

験所についてなお詳しくは各説第四章を参照)。 

昭和四十五年四月の理学部附属臨海実験所の設置に続いて、同年十月、同じく理学部にラジオアイソトープ実験室が設置された。 

同実験黛室は、放射性同位元素による研究・教育・実習を行なうため設けられたもので、その運営・管理のため同実験室運営委員 

会が置かれ、同実験室規程および同委員会規程も同時に定められ、四十六年二月には「放射線障害防止規程」が定められた。 

これより前昭和四十二年十月に電子計算機室、その後四十七年二月に極低温実験室がいずれも理学部に設置され、それぞれの規 

程や運営委員会規程が定められ、四十四年十一月には「極低温実験室高圧ガス危害予防規程」も定められた。こうして理学部の諸 

施設が整備されたのである。 

 

保健管理センターの設置 

 

東京女子高等師範学校時代の大正二年に医局が設けられ、学校医を医務主任としていたが、お茶の水女子大学になってからもこ 

の医局の制度が引き継がれた。昭和三十一年に現在の学生会館前の高地にヘルスセンターの建物ができて、医局は「健全明朗な学 

園生活を享受しつつ、修学及び勤務の目的を達成するための事業活動を行う」(「お茶の水女子大学ヘルスセンター運営要綱」昭和

三十二年一月)ことを目的とする「ヘルスセンター」となった。三十一年十二月には、「ヘルスセンターの適正な運営を図るため、 

本学にヘルスセンター運営委員会を置く」ことを定めた「ヘルスセンター運営委員会規程」が定められた。三十二年一月に開所式 

を行なった。このヘルスセンターには「学生相談室」が本学教官を中心とする相談委員によって開設され、「学生の悩み、ノイロー 

ゼの問題、恋愛問題、経済問題、健康問題など個人的な問題ならどんなことでもかまいませんから相談にきてください」(学生相談 

室「学生相談室の利用について」昭和三十三年十一月)と訴えた。ヘルスセンターの規程は三十七年に改正され、さらに四十七年に 

本学に「保健管理センター」が設置されることとなり、「保健管理センター規程」および「保健管理センター運営委員会規程」が定 

められた。同センターの新しい現在の建物は五十一年三月に完成した、ヘルスセンターについてさらに詳しくは、本書各説第四章 

を参照されたい。 

 

自治会と学生補導の問題 

 

お茶の水女子大学では、発足後間もなく学生部長や学生課・厚生課の課長および職員を任命し、旧生徒主事時代とは違った立場 

から、学生生活問題の指導に当ってきた。しかし、学生自治会が組織され、学生運動が戦後社会運動の一翼として急激に盛り上っ 

てくるとともに、これでは処理しきれない新しい困難が生じてきた。そこで昭和二十四年七月、補導協議会が前述のような構成で 

出発し(三五二頁)、これらの問題に鋭意当っていこうとした。東京女子高等師範学校の生徒たちは、二十二年に自治会を結成し、 

全国高等師範学校連盟や全日本学生自治会総連合とも接触したが、二十四年になると、この女子高等師範学校自治会の呼びかけで 

新制お茶の水女子大学も自治会の代議員を出すことになった(『お茶の水女子大学学生運動小史』昭和四十一年、による)。 

 

以上のような学生側の動きに対して、教官側では、新設の補導協議会で、旧制時代の「生徒心得」に代る「学生準則」を定 

めて、学内秩序の維持に努めた。「生徒心得」は明治二十八年に定めもれてからしばしば改正されたが、昭和十六年頃に行な 

われていた「生徒心得細則」は「一般生徒心得」「寄宿舎生徒心得」「通学生徒心得」の三章から成っていた。第二学年以上 

の各学級に校長によって任命された学級総代が置かれ、生徒主事および学級主任の指揮をうけて当該学級の規律を保持する 

こと、欠席・欠課・遅刻の場合は日時・事由を詳記し、生徒主事の検印を経て三日以内に生徒課に差し出すこと、集会・旅 



行の際には生徒主事の許可を受けること、服装は質素・実用を旨とし、服地の地質・色合・模様に至るまでこまごまと規定 

されていた。「生徒心得細則」が定められたのは昭和二年で、それ以前はこれほど厳しくはなかった。 

 

新制大学発足後、昭和二十五年に補導協議会で「学生準則」の審議が行なわれ、九月に決定され、ただちに実施された。これは 

東京女子高等師範学校時代の「生徒心得細則」にあった、服装に関する規制などは除かれていた。しかし学内団体を設立する時は、 

顧問教官を定めて学生部長の許可を受け、団体の行動が本学の機能を害しまたは秩序を乱す恐れがある時は、その行動を制限・禁 

止し、事情によっては団体の解散を命ずること、集会・掲示・印刷物の配布・デモンストレーション・署名運動その他すべて学生 

部長の承認をうけること、などが定められていた(学生課保存の『学生準則協議会記録』など参照)。 

このような「学生準則」に対して、学生の方では、学内学生団体の顧問教官のなり手がないこと、学外者を交えての集会は十日 

前に届け出ること、などが学生の研究会・集会に対する大きな障害となったため、昭和二十六年に撤回運動を起し、二十七年二月 

の学生大会で学生準則反対決議を行なった。 

二十七年六月のストライキ事件(次節「学寮問題」参照)ののち、補導協議会を「学生委員会」に改組することとなり、「学生委員 

会規程」が企画委員会と教授会の審議と可決を経て、八月九日から実施された。この改組については、前に述べた(三五二頁)。新 

発足の学生員会は、文教育学部から三名、他二学部から二名ずつ推薦された専任教官の計七名、各学部から推薦された補導委員の 

代表三名、寮務委員の代表一名、および学生部長をもって構成されるが、補導協議会の場合のように、学生部長がその議長となる 

のではなく、委員の互選によって委員長・副委員長を定め、委員長が委員会を召集してその議長となる点に特色があった。前述の 

「学生準則」の実際面での適用などのため、学生部長および学生課と学生自治会の見解が対立する場合が多かったので、新委員会 

は学生部と学生のあいだのいわば仲介のような役割を果し、学生自治会としばしば連絡協議会を開いて、大学当局との意思疎通を 

図る任務を帯びていた。 

新しい学生委員会は「学生準則」の問題を取り上げ、その修正案を作成したが、修正点は「原則として顧問教官を定め」と改め、 

学外者を交えての集会の届出期間を十日前から一週間前に短縮したことなど、二、三の点にとどまっていたため、学生側の不満は 

依然として大きく、実施に至らなかった。その後学生委員会はほとんど毎年「学生準則」の改正問題と取り組み、さまざまな論議 

が行なわれ、数種類の改正案が作成された。論議の中心となったのは、学生自治の範囲を拡大することができるかどうか、具体的 

にいえば、学内団体の設立や集会についての学生部長の許可制を単なる届出制に切り替ええることができるか、掲示その他を自治 

会の管理に委せることができるか、というような点であった。学生に対する警察的な取締りではなく、学問研究と文化活動のパー 

トナーとしての見地から学生自治の健全な発展をどのようにして助長することができるか、という問題であった。さらに三十年以 

後になると、本学学生自治会の全学連加盟に関連して、学内団体の学外団体への加入やそのための学生大会の開催について、学生 

部長の承認 

 



を必要とする点などが問題となった。また、学生自治を規制する「学生準則」の立法権は学生にあるのではないか、というような 

根本問題が学生の方から提起され、大学当局としては、教育・管理上の責任から、この根本問題について譲歩することはできなか 

った。これに対して学生の方では、大学が「学生準則」を一方的に押しつけるのは不当であり、学生との協議によって決めるべき 

ものであると主張して譲らず、現行準則とその改正案の撤回を要求した。三十三年十二月から三十四年夏にかけて、学生委員会と 

学生自治会代表のあいだで「準則問題協議会」が十三回にわたって開かれ、徹底的な討論が行なわれた。教官と学生の見解はしば 

しば対立したが、相互の理解を深めるうえでは大きな効果があった。三十四年九月になってようやく両者の意見の一致を見、「学生 

準則」に関して岡協議会の成案ができ、さらに学生委員会で検討を加え、教授会の意見を徴して、十月に学長宛答申が提出された。 

三十五年三月、改正案の条文の解釈についての確認事項を、学生委員会と学生自治会執行部のあいだで協議し、文書を交わしたう 

えで、新しい「学生準則」が四月十日から実施された。二十五年以来十年にわたる懸案がようやく解決したのであった。 

 

新しい「学生準則」は現在も施行されているものであるが、まず「学生準則趣意」において、(一)この準則は「学生の自治 

  活動の健全なる発達と円滑なる運営を期待するため」定めたものであり、(二)学生自治活動の自主性は尊重さるべきものであ 

るとともに、その行動は大学自治の確立を基調とするものであることを教職員および学生が相互に確認し、その相互の信頼を 

深める事例を蓄積しつつ、前項の目的を達成すべきであるとしている。そして、(三)相互の意思疎通と理解を深めるため、学 

生委員会と学生自治会執行部との連絡協議会を活用すべきであることを明配している。学生準則の本文では、まず学内団体の 

設立については「顧問教官を原則として定め」学生部長に届け出るものとし、学外団体への加入は「学生委員会との協議を経 

て」学生部長に届け出るものとされた。集会も、定例学生大会を含めて届出制となり、臨時学生大会の場合にのみ「学生部長 

の承認を得るものとする」と定められた。掲示については、「特に指定された掲示板に掲げる掲示ならびにポスターは、学生自 

治会が管理するものとする」と定められ、その他の場所に掲げる掲示やポスターは学生課への届出制となった。なお、学外団 

体の本部、支部、事務局を本学構内や学寮内に設置する場合には、学生部長の承認を得るものとされた。こうして「学生準則」 

に関する長年の対立は、教官と学生の協力関係の復活により、ともかく解消したのであった。 

 

第三節 学生の生活 

 

戦争終結直後の頃 

 

終戦直後は、生徒のなかには家を焼かれた者も多く、食糧補給のため買出しに忙しいなど、その日々は、物質的にはきわめて恵 

まれない状態であった。しかし、重苦しい戦時の統制生活からの解放気分は、ようやくさまざまなかたちをとって彼女たちのその 

後の生活に現われてくることになった。 

 

当時の寮生活な伝える記録が残っている。音羽洋裁学院の校舎をそのまま使用した「音羽寮」に住み込んだのは、上級生、 

主として四年生であった。学校に近いため、夜遅くまで校内で勉強その他に時間を費やす者も多かった。寮に戻ると、教室に 

古畳や筵〔むしろ〕を敷きつめただけのだだっ広い部屋で、各人が持ち寄った机を思い思いの方向に置いて勉強した。遅くな 

るとこの机を端の方へ片付け、積んであった蒲団を持ち出して敷いて寝た。押入などはまったくなかった。寮内の食堂へどん 

ぶりを持参して食事をとり、米が少々と芋だけのお粥の弁当を持って登校した。板橋区の大山寮を宿舎とした下級生は、東上 

線の電車が甚だしく混雑したため、座席の上に立ったまま身動きもできず、終点池袋駅まで荷物と人間が離れ離れになったま 

まどうすることもできない状態で通学した。しかし、空腹をかかえ、疲労に耐えながら夜寒の季節を迎えた寮内では、丹前に 

身を包み毎晩夜中まで廊下で勉強に励んだ。各寮ごとに電気こんろがあったので、お粥や雑炊など、ささやかな補食を作って、 

各室ごとに空腹を満たしたこともあったという(当時の在寮生が五十一年秋に書いた手記による)。 

 

東京女子高等師範学校は昭和二十七年三月末に廃止されるまで、お茶の水女子大学のうちに包括されて存続していたから、二十 

四年大学発足当初の頃には、二十一年入学の四年生、二十二年入学の三年生、二十三年入学の二年生が、新制大学一年生とともに 



在学していた。新制大学入学者は、第一・二学年のあいだは主として一般教養(二十五年度から一般教育)科目を聴講することにな 

っていたので、大学生と女高師生徒は授業の面においては一応区別があったものの、学生生活のその他の面においては、相互に交 

流があったことになる。 

また、大学の方にも、発足当初は女高師的な要素や気分が相当濃厚に残存していた。一般の人びとのあいだでも、本学が教員養 

成学校から学術研究をする大学へ転換したことについての認識が薄く、出身校の教諭や父兄の従来どおりの認識に基づく進学指導 

や勧告に従って、本学へ進学してきた学生も多かった。これにはプラスの面もあった。東京女子高等師範学校時代と同様、全国か 

ら優秀な女子学生が集まり、全体として小規模大学で、各学科の入学定員も私立大学などに比べて甚だ少なく、なかには一般教育 

などについて不満を抱く学生もいたが――最初は一般教育の理念が確立されていなかったことにもよる――全体として師弟の関係 

は親密であった。こうして、教官も学生も設備の不備や研究のための予算の不足に悩み、戦後の窮迫した食糧・住宅・交通事情な 

どに苦しみながらも、新しい草創の精神をもってお茶の水女子大学の活動が開始された。これはひとり本学だけではなく、多くの 

新制大学に共通した状況であった。大体以上のような状況のうちに、学生の生活も始まったのである。 

 

昭和十九年四月に理科に入学して、戦中から戦後の生徒時代を送ったひとりの生徒の日記(二十一年五月十五日の項)には、 

「食糧事情の為全学校が揃って授業開始出来ぬとは情けない」とあり、六月二十九日の項にも次のようにある。「今日は終業 

式。食糧事情の為やはり夏休みは長く九月末までである。本当に此の頃の東京の配給はあはれでお米など一人五〇〇ｇずつし 

か配給されずマッカーサー司令部より放出された小麦粉で辛じて命をつなぐ有様。二十三、四日の遅配で代用食ばかりだ。そ 

の上配給のものがカツヲ一切一円とか小麦粉一㎏二円五銭とか高く闇市は思ひの外の値で癪にさはる程だ。胡瓜四本十円」。翌 

二十二年になっても事情に変化はなく、同年六月二十日の教授会では、寮監より食糧の保有があと一週間分のみとの報告があ 

り、教官側からも、生徒の栄養状況についての発言が相継いだ(『昭和二十二年五月以降 教授会記録』)。そしてこの年も二 

十一年と同様、夏期休暇繰り上げとなる。 

 

自治会の発足と研究班の活動 

 

昭和四十一年十一月の段階で関係者がまとめた『お茶の水女子大学学生運動小史』(謄写版刷り)の二十一年四月の項に、「文化活 

動・寮生活スタート。如蘭会(生徒会)も動き始める。青年共産同盟の女高師班がビラをまいてアッピールをした(壁・黒板ら〔ママ〕)」 

とある。また二十年十―十二月に「全国で学園民主化斗争」、二十一年三月三十一日に「大学・高専学生連合会発足」とある。二十 

一年は食糧事情緊迫のため、全国とくに東京など大都市の学校はほとんど休業状態で、本校でも前述のように東京近辺在住者のた 

め「勉学指導」が行なわれていただけであるが(三五五頁)、同書によれば、「宗教班(キリスト教・プロテスタント)・演劇班(きわめ 

て活発)・社研も発足」とある。 

昭和二十一年の夏期休暇は七月一日から九月三十日まで三か月もあり、十月一日から授業が始まった。二十二年に入って一月十 

五日に授業が始まったが、この頃の在校生が当時の手帳のメモなどに基づいて五十一年秋に書いた手記によると、「開店休業の有様 

で、休講が多く、登校学生には自治活動時間、自由時間が豊富にあった。……学校側は、休講を補う意味でか、学校主催の講演会 

がいくつか企画された。例えば二十二年一月三十日ヴァイニング夫人〔二十一年十月に来日した皇太子の英語教師〕講演、四月三 

十日 金森氏〔徳次郎、憲法問題担当国務相〕憲法の講演、五月九日 グラハム氏講演、十一月二十五日 酒匂氏〔駐ポーランド 

大使か〕講演、etc」。 

昭和二十二年の一月から四月までは東京女子高等師範学校の自治会発足の準備期間であった。一月三十一日に生徒有志により自 

治会(生徒会)の準備委員会が召集された。準備委員は各クラスより選出され、別に促進委員会ができた。また学生側の委員たちは、 

学生指導を担当していた教授にしばしば呼ばれて、学校側との折衝も進み、昼休みや休講の時間に準備委員会や促進委員会がたび 

たび開かれた。その後新学期にかけて規約の草案が作成され、項目ごとに小委員会の検討を経て、五月六日に印刷し、同九日に自 

治会規約が成立した。それは、「自治によって会員の教養を高め、福祉を図り、以て人格を完成することを目的」(東京女子高等師 

範学校自治会規約第二条)とするものであった。次いで役員の選挙や予算の審議が行なわれ、二十八日に総会が開かれて、東京女子 

高等師範学校生徒の自治会が正式に発足したのである(この自治会は、昭和二十七年三月に最後の四年生が卒業するとともに解消し、 



同四月から新たにお茶の水女子大学学生自治会が成立する。四二九頁参照)。最初の予算案も六月十三日に通過した。二十三年六月 

二十一日の生徒大会は、こうして生れた本校自治会にとって最初の大きい経験となった。この大会は講堂が生徒でいっぱいになる 

ほどの盛況を示し、三分の二の定足数を越えた正規の生徒大会となった。この大会には東京大学、東京文理科大学からの応援参加 

者があった。本校教官も四、五名がこれに立ち会っていたが、席上提案のあった全国国立大学学生自治会連盟(国学連、昭和二十二 

年十一月十九日結成)提起の「教育復興闘争」に関連する一斉ストライキ(六月二十三日)に本校も参加する旨の議題が八五パーセン 

トの賛成で可決されたのである。これに対して教官の方では翌日緊急の教授会を開き、事情を確かめたうえ、翌日の授業は平常ど 

おり行なう旨を掲示するとともに、教官数名で生徒側と話し合いを行なうことになった。生徒側は改めて会を開き、このストライ 

キは中止することに決定した。六月三十日、生徒大会がふたたび開かれたが、この時は定足数に達せず、有志大会になった(以上、 

『教授会議事録』昭和二十三―二十四年度、および『お茶の水女子大学学生運動小史』による)。 

一方、この自治会が発足する前年の昭和二十一年から、前述『学生運動小史』にあるように、各種の「研究班」が「雨後の筍の 

ように」発足していた。この「班」の呼称は、明治二十六年以来の歴史を持つ校内懇親団体「如蘭会」の各部が「班」と称してい 

たことの引き継ぎであろう。これらの班、つまり学生サークルは、自治会が成立すると、発起人数名が連署して、「やりたい研究活 

動」を自治会に申請し、文化部常任委員長が委員会にかけて承認し、成立・発足させて、予算措置をした。各研究班は意欲が強く、 

その点で主体性があったが、図書・資料など入手困難な状況のもとでは暗中摸索を重ねるほかなく、やがて教官に個別交渉をして 

顧問として相談にのってもらった。多くの研究班は活動中に必要に応じてあるいは分化し、あるいは統合されて、次のようなもの 

になった。(一)精神科学研究班(のち社会科学研究班〔社研〕と改称)、(二)児童心理研究班、(三)宗教研究班、のもにこれが分化し 

た(四)仏教研究班、(五)プロテスタント研究班、(六)キリスト教研究班(カトリック研究班か)、(七)演劇研究班、これが新劇中心だっ 

たので(八)国劇研究班、(九)造型美術研究班、(十)海外事情研究班など。まさに「百花斉放」であった。 

これらの研究班の活動についてはいくつかの記録が残されている。児童心理研究班は本校教授の牛島義友が顧問となり、合宿な 

どを活発に行なって、学外研究者を呼んだり、千葉県市川市の施設に画家の山下清を訪ねたこともあった。本校教授吉田昇を顧問 

に迎えた精神科学研究班(のち社会科学研究班)は、「社会科学」が学生自治活動のなかで一九二〇年代、三〇年代と同様の役割を果 

たすものになっていった結果、いくどか難しい問題に直面することになった。全国レベルでの社研の活動は、前年の昭和二十年十 

月七日の東京大学社会科学研究会の発足に始まり、女子学生のあいだでも、津田塾専門学校、女子学習院の一部、東京女子大学な 

どが先行していて、本校の場合は必ずしも早い方ではない。本校での活動は、読書会(トマス・モア『ユートピア』、エンゲルス『空 

想より科学へ』、ジイド『背徳者』、Ｂ・ラッセル『自由への道』など)、講演会(畑中政春「ソビエト連邦の教育制度」、団藤重光「新 

憲法について」など)、討論会といった形式で進められたが、「討論会」といってもその「進め方」がわからないので、パリから帰 

国した本校教授湯浅年子にたずねるといった場面もあったという。テーマとしては、「天皇制の是非」「教師は天職か労働者か」と 

いったものも取り上げられた(二十二年文科の会編『女子学生たちの敗戦』昭和五十八年、吉田昇先生追悼集編集委員会編『この道 

を』昭和五十五年、などによる)。二十二年十二月十三日にこの班が計画した講演会「ソビエートを聞く会」(野坂参三ほか)は、会 

費五円をとるとしている点、講演の内容が「占領政策に反する」として占領軍の摘発をうける恐れがないか等々のことが問題とな 

り、教授会は、結局これを「中止させる」ことに決定した(『昭和二十二年五月以降教授会記録』による)。二十三年三月には、「青 

共女高師班」の名前で校門外に貼り出されたビラに関連して、ＧＨＱ情報局の者が社研メンバーの聞き込みに現われ、校長署名の 

始末書を要求するという事態が発生した。これに対して本校側は、社研班は「学問研究」の団体であること、青共女高師班は関知 

しない団体である旨の態度をとった。この頃になると、自治会諸研究班のうちこの社研だけは顧問の教官が決らないままの状況が 

続くようになった(『昭和二十二年五月以降 教授会記録』)。 

大学発足後昭和三十二年六月の段階での調査によると、これらの学生文化団体は、次の三十四に膨れ上った(カッコ内は、調査時 

点での班員数)。哲学研究会(八)、カトリック研究会(十五)、プロテスタント聖書研究会(三十)、キリスト教古典読書会(九)、社会科 

学研究班(十三)、国際事情研究班(八)、自然科学史研究班(十九)、体育科学研究班(六)、Ｅ・Ｓ・Ｓ〔英会話サークル〕(三十)、ドイ 

ツ研究会(三十九)、ドイツリートの会(五十二)、中国研究会(十一)、文学研究会(十)、雑誌部(十五)、お茶の水女子大学新聞部(十八)、 

放送研究班(二十一)、歌舞伎研究会(十)、演劇研究部(二十)、映画研究班(六)、教育映画研究会(十六)、美術部(二十五)、写真部(六)、 

書道部(三十)、華道部(三十七)、茶道班(四十一)、箏曲研究班(十八)、長唄班(十一)、能楽研究班(十三)、ピアノ研究班(五十)、バイ 

オリン班(十四)、声楽班(十三)、お茶大合唱班(十九)、はとの会(約七十)。 



ここに雑誌部というのは、学生たちの総合雑誌『河』を編集していたグループであり、四人の顧問教官を持っていた。このほか 

運動部として次の九つがあった。バレー部(十二)、バスケットボール部(十八)、テニス部(五十三)、卓球部(二十三)、ダンス体操部(十 

八)、ダンス研究会(七)、ワンダーフォーゲル(七十)、スケート班(三十七)、水泳部(九)(お茶の水女子大学学生課調べ「課外活動一覧」 

による)。 

戦後の学生生活史をこのようにたどると、それは自治会活動とサークル活動にあけくれていたという印象の強いものになってく 

る。実際それには違いないのだが、そういう活動の底に、これらの活動形式には必ずしも納まらなかった同時代の学生たちのもう 

少し違った次元での情念のようなものがあった点も看過できない。次にあげておくのは、この時代の本校生徒の回想記のいくつか 

であるが、ここには、今日から見れば一見時代錯誤であるかに見える「東京女子帝国大学」とか、「東京国立女子大学」といった発 

想の大学がなぜ構想されたのか、その発想の基盤がどのあたりにあったかを知る手掛りがあるように思われる。 

「……然し、学生生活を通じて私たちがいちばん燃えたのは、何と言っても学制改革の気運の高まりであった。この機会に、 

教員養成学校から脱皮して、学術研究大学に前進させなければというのが、当時の学生の真剣な願望であった。どんなにあが 

いても体得しきれない学力の不足への切実な痛恨があったからである。そのために、隣擬の高師の自治会からの大学昇格共斗 

運動のさそいを、みんなでむきになって蹴ったりした。学内では、一般教コースと専門コースの必要時数や、平行方式がよい 

か積み上げ方式がよいかなどを、先生方に具申する討論会などがもたれた。その頃募集した大学名の候補には.そんな気風が反 

映されてか、東京女子帝国大学や東京女子国立大学などが圧倒的であったように思う。わが国最大の学制改革が断行されよう 

とする前兆期に、私たちは奇しくも在学していた。あの時の私たちに、線香花火のような瞬間の興奮とは異質な、もう少しま 

しな洞察力と組織力と持続性があったなら、後輩に伝え得る何かがもう少し違っていたのかも知れない」(昭和二十三年家政科 

卒)。 

「女高師と云えば野暮の典型のように云われていた学絞で、入ってみるとむやみやたらに講義数の多いのには呆れたが(その 

代り卒業の時に受けた教員免許状の科目には理科、数学は勿論、社会、地歴から修身お作法まであるのにはびっくりした。)、 

戦災で寮も焼けていたので、戦前の全寮制も強制されなかったし、特に私達、通学生にとっては思いの外自由な学校だった。 

理科の学生数も、一学年物理と化学は夫々約十名、数学と生物はそれより稍多かったが、文字通り少数教育で、教師と学生、 

上級生と下級生の間でよく親しい議論が行われていた。専門の教育をうける大学は原則として共学であるべきで、私もやがて 

は殆ど男の人達ばかりの大学の研究室で過すようになるわけだったが、そうした生活に入る前に四年間を女子大学に学んだこ 

とを私はいつも幸せだったと思う。女性ばかりだという或る和やかさ、のびのびした雰囲気はやはり女子大学の良さで共学の 

とは別な楽しさがあったし、もう一つの大きな理由は、ここで多くの秀れた先灘の教えをうけたということである」(昭和二十 

五年理科卒)。 

「戦後ヨーロッパから帰国されて、母校の教授になられた、湯浅年子先生の御講義も、非常に新鮮であった。先生は、私共 

に外国語の力をつけることを望まれ、物理の問題を、英文で作成して下さったりした。その他課外で、フランス語の指導もし 

て居られた。又、講義の外に、生徒のマナー等にも気を配られ、女高師生は、他の女子大学の人達に比べて、国際性や、視野 

の広がりが少なく、マナーにも劣る所があると心配されていた。小さくは、お手洗いの状況などにも憂慮を示された。学力に 

ついては、一部ではあるが、非常に高いものを持った人が居り、それらは男子の東大生などにも劣らないとおっしゃられた」 

(昭和二十三年理科卒)。 

「日本国中が敗戦による生活苦のさなかにあったから、高等教育を受けることのできた女性は五%にも満たなかっただろう。 

それなのに自分たちだけがそれを受けているといううしろめたさもあって、知識に飢えていた私たちは環境の悪さにもめげず、 

スポンジを水につけたように吸収していった。大学の内外を問わず、この時期の好奇心、知識欲の強さは今思い出しても気持 

がよいほどのものであった」(昭和二十八年文科卒)。 

 

徽音祭(文化祭)の移りかわり 

 

昭和二十一年秋に文・理・家政・体育各科競演の演劇祭が行なわれた。この時、催しの名称について投票が行なわれ、在校生の 

圧倒的な支持を受けて、各種演劇の上演に使用された講堂の名称徽音堂から「徽音祭」と決定されたようである。但し、現在では 



昭和二十五年を第一回徽音祭としている。二十二年になると、演劇は演劇研究班に任せ、その他の研究班が展示などの趣向を凝ら 

して、その後の文化祭の原型ができ上ってくることになる。なお、この時の徽音祭の最後にダンスパーティーが企画されたが、学 

校側の注意により男子禁制となり中止されたという(昭和三十年代に入って男子禁制が解かれ再開される)。二十五年六月には『お 

茶の水女子大学新聞』が創刊された。これに対して大学当局は「プレス・コード(新聞準則)」を定めて、新聞部顧問教官四名の任 

命、部員名簿提出、大学当局が必要と認めた記事・論説の無条件掲載、内規違反の場合の刊行停止・責任者交代などの条件を課し 

た。 

同年七、八月には亀有セツルメント、二十六年六月には氷川下セツルメントが発足した。 

新憲法制定など日本全国の民主的改革の気運のうちで、この時期のほぼ以上のような文化活動は、当時の在校生にかなりの影響 

を及ぼしたらしく、プロテスタント研究班、カトリック研究班、国劇研究班などに属した人びとのうちには、のちにＹＷＣＡの指 

導者となったり、トラピスト修道尼院に入ったり、演劇の専門家となったりした人びとが出た。 

学生たちの文化祭の行事は、経済の復興とともに賑やかなお祭りの要素をしだいに加えるようになっていった。本学には男子学 

生がいないので、大きなパネル作り、舞台装置の釘打ちもすべて女子の力で行なわなければならなかった。しかし、書道部が東京 

学生書道連盟に加入するなど、各サークルで外部の学生団体との共同活動が盛んになってくると、助け合いが見られるようになり、 

男子学生が手伝いに来るサークルも多くなった。準備を早くきり上げ、全学生が一緒になって楽しもうという意図のもとに、新制 

大学になってからの昭和三十年、はじめて前夜祭を企画して成功し、のちには後夜祭となって恒例化した。 

徽音祭の傾向は、これを地味な発表の場として活用し、例えば化学科昭和三十八年「色素―色と化学構造」のような実験や、マ 

スコミ研究会昭和三十九年「女性週刊誌と購読者層」のようなパネル展示をする部分と、活動資金を得るために、実行委員会や新 

聞部のようにダンスパーティーを開く部分との二つに分かれてきた。ダンスパーティーには他大学の男子学生の参加も認められ、 

華やかな気分を醸し出してきた。 

昭和三十五年、徽音祭に統一テーマを設ける案が採用され、そのテーマにそって各サークルが徽音祭に向けて活動を集約するこ 

とになった。この年、文化祭実行委員会は統一テーマを「現代日本の分析―来来の文化の創造をめざして」とした。その後毎年テ 

ーマが設けられてきたが、実際にはサークル固有の研究活動がテーマにそえない場合もあり、どちらかというとテーマは浮きあが 

る傾向が強くなってきた。 

昭和四十年代に入ると、サークルの活動資金作りのため模擬店を出すことが盛んになってきた。意匠を凝らしたポスターを貼り 

めぐらして、教室を利用した喫茶店や軽食堂へお客を誘う一方で、別の教室では実験や展示の発表も行なわれるという状態であっ 

た。 

昭和五十年代に入ると、サークルに所属しない学生たちも学科の企画として模擬店を出す場合が少なくなく、また徽音祭の期間 

に旅行に出てしまう学生もある一方、男子学生の姿が目立ちはじめ、共学大学と見違えるほどの賑やかなお祭りとなった。また、 

ハトの会を前身とした「芸能山城組」のように徽音祭以外にも発表の場を持っているサークルも現われた。 

 

学寮問題 

 

現在の附属中学校のところにあった本校の第二寄宿舎は、昭和二十年四月十三日から十四日にかけての空襲により、現在の学生 

会館や学内寮のあたりにあった第一寄宿舎は、同年五月二十五日から二十六日の空襲により焼失し、その後寄宿舎生は附属高等女 

学校の教室に寝泊りしたり、群馬県や埼玉県などに動員されたり疎開したりしていたが、戦争終結直後帰郷していた生徒たちが勉 

学のため上京するに当って、さっそく困ったのは宿舎の問題であった。二十年秋に、東京都板橋区板橋町九丁目一六〇二番地(現在 

は仲町二番一号)にあった元陸軍造兵廠の建物である橘寮を転用して、とりあえず本校生徒を寮生として収容する話がまとまった。 

これが現在の第一寄宿舎「大山寮」の始まりである。二十一年に入って、大蔵省の普通財産であったこの橘寮の本校による無償使 

用が東京財務局から許可された。しかしはじめのうちは、本校が使用できたのはその一部に限られていたようで、これだけでは足 

りなかったため、小石川区大塚坂下町(現在は文京区大塚五丁目)の護国寺山門の向かって左脇にあった音羽洋裁学院の建物(現在の 

天風会館のあたり)を臨時借用して、「音羽寮」と称していたが、二十四年三月末に、文京区高田老松町一七番地(現在は目白台二丁 

目一番)にあった吉祥院の土地に所在していた建物を桜蔭会から買収し、「音羽寮」を返還してこの建物を第二寄宿舎とし、「老松寮」 



と称した。その土地は二十五年七月末に所有者である吉祥院から買収して、本学所管の国有地となった。さらに翌年一月、大山寮(旧 

橘寮)の建物が大蔵省から本学に所管換えとなったが、その土地は私有地であったから、本学が寄宿舎用地としてあらためて所有者 

から借り上げることとなった。三十一年三月末には、本学敷地内に第三寄宿舎すなわち「学内寮」のＡ号棟が完成し、同年十二月 

末にＢ号棟も完成した。また老松寮の建物が老朽化して使用に耐えなくなったため、この寮は三十二年三月末に閉鎖され、その寮 

生は大山寮と学内寮に移転した。三十九年九月に至って、老松寮のあった国有地と大山寮のある私有地の等価交換が成立して、大 

山寮の土地は国有地となった(以上、本学学寮の土地・建物の由来について、詳しくは各説第四章を参照)。 

以上のように、戦争終結直後とりあえず大山寮と音羽寮が開設され、二十年十二月はじめから一年生、二十一年二月はじめから 

二年生が大山寮に入寮し、音羽寮には上級生が入って、寮生活が始まった。家政科の女性教官が寮監として交代で寮に宿泊し、二 

十二年三月には寮監長も任命され、その監督のもとで寮生が自治的に寮生活の規律を維持していたようである。しかし戦後日本の 

社会的・経済的混乱のうちに、政治・経済・教育などの諸改革が急速に進むとともに、寮生たちの意識もしだいに高揚し、寮生の 

選挙によって選ばれた総代(委員長ほか八委員)を通じてさまざまな要求が提出されるようになった。総代はこの頃になると任命制 

が廃され、選挙された者の学校側による「承認」という形式に代えられていたのである(『教授会議事録』昭和二十三―二十四年度 

による)。二十四年五月頃には寮監制廃止の要求が出たが、この時点では実現に至らなかった。 

昭和二十三年四月の寮生大会は、授業料億上げ反対に加えて、新制の大学の特徴のひとつとして本学でも新しく学科課程に加え 

られた「リベラルコース〔一般教養〕反対」の決議を行なうなど、教育課程の在り方にまで発言するようになった。二十五年六月 

には寮自治会の代表が東京都学寮連合協議会に出席した。新制大学の学生が四年生までそろった二十七年四月になって、あらため 

てお茶の水女子大学学生自治会が発足し、寮自治会は全学の学生自治会の一部分となったのであるが、これまでの経過から明らか 

なように、当時の本学の場合は寮生の活動が学生自治活動の中核だったのである。 

この頃学外では、破壊活動防止法(破防法)案反対のための労働組合や学生のデモンストレーションやストライキが頻々と行なわ 

れ、昭和二十七年五月一日には皇居前広場で「メーデー事件」が起った。このような情勢のうちに、六月一日の大山寮の寮生大会 

は、寮監制廃止その他を決議した。この寮生大会では、(一)定員オーバーに対する不満〔八畳に五人、十畳に六人となっていたが、 

消灯延長室を解放して一人に二畳を確保したいと要求〕、(二)新入生のアルバイトに対する露骨な干渉〔二十五年六月に寮監が「一 

年生は勉強が忙しいからアルバイトはしないで、父兄から学資を送ってもらうように」と勧告したことが、「アルバイト禁止」と受 

け取られた。当時の苦しい経済状態のために寮生がすべて親からの仕送りで生活することは困難であったから、学生のあいだで大 

きな問題となった〕、(三)五月三十日に門限を七時にして遅刻者を調査したこと、以上三件が取り上げられ、門限・消灯の廃止など 

が決議された。お茶の水女子大学新聞部が発行していた『お茶の水女子大学新聞』七月一日付第一一号によれば、「寮監の個人生活 

干渉に対するさまざまの憤まんが出された。特に一年生のアルバイト禁止勧告や、個人の葉書や電話を時々読んだり聞いたりする 

ことなどが出された。現在の寮監は私生活の干渉以外何の仕事もないこと、女高師時代と違って教員養成という特殊任務のなくな 

った現在、寮監制度の必要は全然なくなったこと、寮生大会の決議も寮監会議で否決されて通らないことなどを理由に寮監制廃止 

を決議した」という。 

 

寮監は、寮生に対する指導・監督についての強い責任感、またたとえ教員養成学校ではなくなっても父兄から子女を託され 

たという責任感に基づいて、旧制時代とあまり変らない指導・監督を行なうことが自己の任務であると考えていたわけである 

が、新制大学の学生である寮生はこれを「私生活に対する千渉」と受け取った。戦後日本の政治・社会・教育に大改革が行な 

われ、「意識の転換」が見られたこの激動の時期に、古い義務意識と新しい権利意識の衝突という不幸な事態に立ち至ったわけ 

である。 

 

六月一日の大会決議をもとに、寮生は学生自治会に呼びかけ、六月九日、大学の条件付許可でお茶の水女子大学の学生大会が開 

かれ(大学側の記録および『お茶の水女子大学学生運動小史』によると出席三五三名・委任一四九名、『お茶の水女子大学新聞』一 

一号によると出席四三○余名)、(一)寮監制廃止(賛成多数・反対二十四・保留十一)、(二)学生準則の全面的破棄(賛成多数・反対七・ 

保留五)、(三)破防法反対(満場一致)を決議し、さらにストライキ決議を行なった(賛成一〇四・反対十七、保留二十、この時の出席 

者一九三・委任二三八)。これに対して大学は学長名で、ストライキは認めない、授業は平常どおり行なう、という方針を明らかに 



したが、翌十日に大学の許可なしで学生集会が開かれ、五五〇名の学生が出席し「ここに集ったことがストである」と確認した。 

しかし授業に出席した学生もいた。十二日午前十一時半より野口学長は全学生を講堂に集めて訓示を行ない、大学があらかじめ示 

した「行動の限界」を越えて対外的政治活動と授業放棄を決議し、不法集会を開いて学内の秩序を乱したことはまことに遺憾であ 

り、また「白紙委任状」によって「軽々しく自己の権利を譲渡し、ついにストライキを決議するに至らしめた多数の学生も当然責 

任の一端を分かつべきである」(お茶の水女子大学「全学生に告ぐ」)との見解を明らかにした。その後大学は、学則に基づき教授 

会の議を経て、最も責任の重い学生七名を戒告の懲戒処分に付し、七月はじめにこれを通告した(実際には処分解除となった)。 

このストライキ決議は.明治八年以来八十年に近い歴史のうえで本学にとっては未曾有の事件であり、学寮問題がその主たる契機 

を成していたため、教授会は委員を選出して、学寮問題の根本的な検討に当らせることとした。この委員会の決議の結果、「学寮規 

程」の原案が作成され(三五三頁)、企画委員会の審議を経たあと、教授会の承認を得て、二十七年七月二十四日から施行されるこ 

とになった。これにより寮監制が廃止され、学寮の運営は寮生の総意に基づき自治によりこれを行なうこととなり、教授会と寮生 

自治会との連絡調整機関として学寮協議会が設けられたのである。学寮協議会は、学生部長、各学部教授会で互選された寮務委員(各 

学部より二名)ほかで構成され、学生部長がこれを召集するが、学寮協議会の協議がまとまらない場合は「評議会の決定を仰ぐ」も 

のとされた(三十年六月に「評議会に諮ることができる」と改められた)。学寮には常任の事務官(女性)として学寮主任(のちに寮務 

主任と改称)が置かれ、建物・施設・備品・火気の管理に当ることとなったのであった。 

寮生は学寮自治会の規約を定め、学寮自治委員会を設け、その決議に基づいて、運営委員会が会計・炊事・厚生・文化など実際 

の運営に当ることとなった。こうして学寮生活は寮生の自治により運営され、寮務委員である教官が学寮協議会を通じて補導・助 

言に当る体制となり、旧制の時代以来の寄宿舎・寮生活に対する抜本的改革が実現した。このように寮の体制が急激に変化したた 

め、寮生が自治に習熟せず、生活の規律がある程度乱れ、学寮協議会において教官と寮生の見解がしばしば対立するなど、さまざ 

まな問題があったが、自治を守ろうとする寮生の決意は固く、自治と協議による運営と補導の体制は時とともに地についたものと 

なってきた。昭和二十八年七月には新しく「寮務委員会規程」が定められ、各学部教授会で互選された寮務委員六名のうちから正 

副委員長が選出され、委員長が委員会を召集してその議長となり、学生部長は一委員としてこれに出席することとなった。また学 

寮協議会についても、三十年六月には学寮規程の一部改正が行なわれ、寮務委員長が従来の学生部長に代って協議会を召集してそ 

の議長になることとなった。こうして学生委員会の場合と同様、教官ではあるが管理職でもある学生部長ではなく、一教官である 

委員長が中心となって学生との協議に当り、協議を通じて学生補導に当る体制が、慣行として確立されることになったのである。 

前記のように、本学学寮としては、昭和三十二年三月末に老松寮が廃止されてからは、大山寮と三十一年新設の学内寮があった 

が、三十七年二月の臨時学生大会で老朽化した大山寮に対して新寮問題が提起され、五月の定例学生大会でも新寮建設要求が出た。 

三十八年二月の評議会で学寮整備の長期計画についての説明が行なわれ、五月の評議会で三十九年度文教施設の概算要求のうちに 

本学から「大山寮の新営」という項目が加えられることが決定された。この学寮新築予算要求に関連して、三十八年秋に学寮規程 

改訂の問題が起り、一部の寮生たちがこの問題を検討した結果、規程改訂と学寮新築は別問題であるとの態度をとった。三十九年 

七月の評議会で四十年度概算要求に学寮建設を第一順位として提出することとなり、大学は寮務委員会において学寮規程改訂の問 

題に取り組み、四十年四月にその答申が学長宛提出された。これに対して寮生の方では、この改訂案は文部省通達の線にそったも 

のであり、学寮自治を破壊するものであるとして、これに反対した。 

 

このように学寮規程の問題で大学当局と寮生が対立するようになったことについては、単に本学だけにとどまらない大きな 

背景があった。昭和三十七年七月、学徒厚生審議会が「大学における学寮の管理・運営の改善とその整備目標について」と題 

する答申を行ない、国有財産である各大学学寮の管理強化を要求したので、文部省はこれに基づいて全国の国立大学に学寮規 

程の再検討を要請し、本学に対しても三十八年九月に学寮規程再検討の要請がきていた。三十九年夏に、文部省は「学寮管理 

運営規則参考案」を各国立大学に通達したが、「全寮連」(全日本学生寮自治会連合〔全日本学生寮自治会協議会ともいう〕、三 

十三年結成)の調査によってその内容が学生たちの知るところとなったため、全国各地の国立大学で紛争が起りつつあった。多 

くの学生が問題としたのは、学生部長が学寮の管理運営の責任者となる、入寮選考を管理運営責任者が行なう、学寮経費の大 

学と寮生のあいだの負担区分(三十九年二月の文部省通達)を実施する、などであった。このような全国的な動向のうちで、老 

朽化して寮生の生命にさえ危険を及ぼしかねない大山寮改築の予算を得るためには、大学としては、学寮管理についての文部 



省の方針を受け入れざるを得なかった。そこで本学では、寮務委員会でこの方針に基づいた学寮規程の改訂案を作成し、実際 

の運用面ではこれまでどおり寮生の自治を尊重する考えであったが、本学において確立されていた学生との協議という前記の 

慣行に基づかないで、教官だけによって構成される寮務委員会において改訂案を作成したため、学生の反発を招いたのであっ 

た。しかも学生は全寮連を通じて学寮管理問題についての全国的な対立の状況をよく知っており、とくに本学の場合は、学寮 

新築を一日も延ばすことができないというせっぱつまった事情のもとで、大学当局と学生の正面衝突というような事態に立ち 

至ったのである。 

 

昭和四十年四月末の臨時学生大会(五〇五名出席)は、学寮規程改訂反対・新寮予算要求を圧倒的多数で決議した(賛成五〇一・反 

対二・保留二)。五月はじめに学長および学生部長らは文部省に赴き、新寮予算と学寮規程についての文部省の意向を打診したとこ 

ろ、(一)大学の学寮の管理運営の責任者を明確にする必要があること、(二)大学の規程として制定すべき事項と、学寮の運営に関す 

る慣行および学寮生活の自治に関する事項とを一律に規程にすることは適当でない、という見解が示された。この見解にそった修 

正案が作成されたため、学生は抗議集会を開き、二十七年のストライキで「大山寮の自治をかちとった」先輩たちを囲んで座談会 

を行なったりした。五月二十五日の臨時学生大会(四八〇余名出席)では、「全学連復帰をめざす会」(全学連書記局支持派のこと。本 

学学生自治会と全学連との関係については四二九―三三参照)が対案を出したりして、学生のあいだでも分裂の動きがあった。翌日 

の定例学生大会(四九二名出席)が終ると、出席者のうちには教授会室の前に坐り込んで抗議する者もあった。夏休み前には連日学 

寮協議会が開かれ、寮生大会もしばしば開かれたが、夏休み後九月に入って連日連夜寮で討論が行なわれ、十九日の寮生大会で、 

「〔学寮規程の〕細則決定阻止、〔学寮規程の〕本則の白紙撤回をかちとるまで無期限授業放棄」を決議した。翌日には全学一斉ク 

ラス討論が行なわれ、二十一日の臨時学生大会(学生総数一、一五九名中七四四名出席)では、出席者の過半数で寮生大会と同じ決 

議が成立した(「全学連復帰をめざす会」から「教授を敵にするな、もっと話し合おう」「新寮獲得はどうなるんだ、執行部はみん 

なの要求なくみあげていない」などの意見が出たためかなり混乱し、賛成四〇五に対し反対七十一、保留二五四)。 

こうして二十二日からついに無期限授業放棄に入り、登校した学生はクラス討論・学生大会・教授会開催阻止行動・総括集会を 

行ない、二十二日午後七時半頃から翌日午前まで徹夜の学長室坐り込み(約二百名)となった。午前一時に文教育学部教官有志が事 

態収拾に乗り出し、二十四日に学生と話し合うという学長声明をとりつけて、学生は三時頃に坐り込みを解き、総括集会ののち解 

散した。二十四日午後四時から講堂で学生約八百名と三学部の教授が出席して、学長を中心とする「話し合い」(いわゆる「学長団 

交」)を行なったが、具体的な成果はなく、藤田学長は約一時間半後に講堂裏から退席した。二十五日の学生大会(四八八名出席)で 

は「寮問題解決のために話し合いをはじめよう」という主旨の要請文が採択され、評議会・教授会に届けられた。大学は臨時評議 

会および各学部教授会を開き、学部間の調整を図るため三学部教官会議も開かれた。大学は事態収拾のため三学部長、学生部長、 

正副学生委員長.正副寮務委員長の八名から成る「八人委員会」を組織し、二十七日に、学寮の自治を奪う意図はなく、八人委員会 

を通じて協議に入ることを学生代表に回答した。長期の闘争で学生にも疲れが出、十月一日の学生大会(三九二名出席)で、授業放 

棄を解いて協議に入ることを決議し、九月二十二日以来十日目で授業放棄が終結した。その後、八人委員会と学生自治会代表が、 

従来の学寮自治の慣行を尊重する精神に基づいて協議を重ね、確認事項を取り決めた。新しい「学寮規程」と「学寮委員会規程」 

は四十年十月三十一日から施行された。「学寮規程」において、「学寮の管理運営は、学生部長をその責任者とし、学寮委員会の協 

力を得てこれを行う」「学寮委員会と、学寮自治会との連絡を円滑にするため学寮協議会を設ける。学寮協議会規程は、別に定める」 

「学寮生活は、寮生の総意に基づき自治により行う。学寮自治規約は、所定の議を経て、管理運営責任者が承認する」「入寮を希望 

する学生は、所定の手続きにより願い出る。入寮許可は、所定の議を経て学長が行う」「食費その他寮生の生活に必要な光熱水料等 

の経費は、寮生の負担とする」というような条文が明記された。こうして寮の管理運営についての大学の責任と立場が明文化され 

るとともに、実際の寮生活の運営については、これまでどおり自治と協議の慣行が尊重され、ほとんど変るところがないといって 

よい規程になった。授業放棄に対する事後措置としては、四十年十二月に学長名で「全学学生に告ぐ」と題する公示を行なった。 

新寮の設計については、六月以来学寮協議会において寮生の希望も取り入れて検討が続けられ、十月に新寮施設計画特別委員会 

が設けられて、具体案が作成された。大山寮改築の第一期工事は、昭和四十一年二月はじめに着工のはこびとなり、鉄筋コンクリ 

ート造四階建・延一、八五五平方メートル・一四四名収容の近代的な建物(Ａ棟)が七月に完成した。ところが、新「学寮規程」制 

定の経過を納得していなかった学生は、その白紙撤回を主張し、十一月一日に寮生大会は入寮ボイコットを決譲した。こうしてせ 



っかく完成した新寮も一年近く使用されないままであったが、四十二年五月に寮生大会は入寮を決議し、六月になってようやく新 

寮入寮が実現した。残存していた旧寮の大部分が取り壊されて、四十三年四月から第二期工事が始まり、九十六名収容のＢ棟と九

十 



二名収容のＣ棟(計二、八九六平方メートル)が十二月に完成した。学寮経費の負担区分の問題などのため入寮が遅れ、四十四年十 

二月はじめＢ・Ｃ棟入寮が実現した。以上のような経緯を経て、三三二名収容の国立大学女子寮としては最大の規模を誇る新大山 

寮が、ようやく寮生の新たな生活の場となったのである。 

 

就職・アルバイト 

 

学生の就職事務に関しては、旧制時代には文部省からの割り当てで、それぞれの任地に差し向けていたので、とくに就職口の開 

拓などを伴う専任の仕事も多くはなかったと思われるし、就職口も二年間の服務年限による教職一色であった。 

しかし新制大学のひとつであるお茶の水女子大学として昭和二十八年度に最初の卒業生を社会に送り出すにあたり、マスコミ(出 

版関係やテレビ局など)その他の各企業よりの求人申し込みもあり、従来になく職種は多種多様となった。その頃から、従来は関係 

教官が直接に紹介することもあった卒業生の就職斡旋や在学生のアルバイト斡旋は、新たな就職口の開拓や卒業予定者の就職を含 

めて、窓口を厚生課に一本化するに至った。 

教職に就く服務年限を伴った旧制の時代には、卒業生のほとんど全員が就職していたのであるが、新制大学となってからは、卒 

業生の約八〇パーセントが就職し、他大学の大学院に進学する者も若干いた。本学に大学院修士課程が設置されるに及んで、大学 

院へ進学する者が増加した。また、卒業と同時に結婚生活に入る無業者も増え、就職希望者は旧制時代よりは漸減して、昭和五十 

年頃、六〇―六五パーセントとなった。進路状況を図示すると次頁のようになる。 

就職者について、教職関係とそれ以外の職種(会社・官公庁・銀行・出版社など)との比率は、その年の経済状態や、児童・生徒・ 

学生の人数の増減により求人の分野が異なり、これが前頁の図に如実に反映している。昭和五十年頃の状況は、旧制時代からの伝 

統もあって、教職方面に強い地盤を持ち、産業界においては、女性の就職の定着性が弱い点が批判されつつも、やや安定した地盤 

を築きつつあるように思われる。 

学生アルバイトについては、新制大学発足当初は、生活費の不足分または書籍代を補うための真剣な学生が多く、家庭教師や夏 

休みアルバイトなど、比較的長期のものが必要とされたが、日本経済の高度成長後は、レジャー資金かせぎにアルバイトをする者 

が増え、考え方も職種の選び方も変ってきた。全学生の約六〇パーセントがアルバイトをしているものと思われる。表Ⅳ・１３に 

学生の生活費の状況を示す資料をあげておこう。 

 

奨学援護 

 

第三章第一節で述べたように、大正三年以来、東京女子高等師範学校生徒の学資は自費が原則であったが(一四一頁)、昭和十六 

年十月に「生徒学資支給規程」が二十七年ぶりに復活され、生徒の志望により、学業・品行・家庭の事情を考量して、月二十円が 

支給されることとなった。戦争終結直後、学徒勤労動員が解除され、疎開先や一時帰郷先から二十年秋より二十一年はじめにかけ 

て上京し本校に戻った生徒たちは、戦後の社会的・経済的混乱に巻き込まれ、深刻な食糧難や住居の欠乏に直面し、生活のため苦 

闘しつつ勉学を再開した。十九年二月に公布された大日本育英会法により「大日本育英会」(二十八年八月に日本育英会法が公布さ 

れ、「日本育英会」と改称)が設立され、国家的奨学事業が実施されるようになった。これははじめは、学資に恵まれない少数の優 

秀な学生に対して手厚く援助することを目的としていたが、戦後の混乱に直面して、多数の学徒を救済することが必要となり、奨 

学生採用数を大幅に増員するとともに、一人当りの奨学金の額については、学資の一部を援助する程度のものとなった。東京女子 

高等師範学校においては、昭和十八年度に一名、十九年度に三名、二十年度に一名、二十一年度に三十六名、二十二年度に一二三 

名、二十三年度に一九九名が育英会の奨学金を受け、その金額は、二十年度までは生徒により三十円ないし六十円、二十一年度は 

五十円ないし二一〇円、二十二年度は一二〇円ないし千円、二十三年度は五百円ないし千円と、インフレの進行とともに増額され 

たが、戦争終結前後からの激しいインフレ時代には、このような金額では学費の一部が補えるに過ぎなかった。昭和二十四年度に 

お茶の水女子大学が発足してからは、大学・女高師双方の希望者に対して育英会の奨学金が支給されたが、その状況を概観すると 

表Ⅳ・１４および表Ⅳ・15 のとおりである。 

 



生協および学生会館問題 

 

第二次大戦後いくつかの大学で生協(消費生活脇同組合)が設置され、食堂や売店を経営するようになったが、本学でも生協設立 

準備会ができて、昭和三十年七月に生協全国理事会にオブザーバーとしての代表を派遣した。この頃、戦時中に空襲で焼失した第 

一寄宿舎の残存したコンクリート部分を改造して食堂とすることが決定されると、生協設立準備会はこれを生協経営にするため、 

定款案や事業計画書の作成に力を入れたが、この年十二月の学長との懇談会では、食堂の生協経営は時期尚早とされ、業者に経営 

させるとの意向が示された。準備会も学生の協力態勢が不十分な現状ではやむを得ないと判断した。 

昭和三十二年秋になって、業者経営の食堂について学生の不満が多いことなどから、ふたたび生協設立の問題が提起され、三十 

三年五月に生協準備委員会が発足した。これは各学部・学科の学生から選出された厚生委員により構成され、各種の調査活動を行 

ない、十一月より機関紙『生協を私達の手で』(謄写版刷り)を発行し、十二月に生協設立促進のための署名運動を展開した。三十 

四年一月、学生委員会は、学生から提出された生協設立許可願はいちおう根拠あるものと認め、正式設立までの準備活動のひとつ 

として、四月に自治会室に売店が開かれた。六月はじめに三百人が参加して生協設立促進集会が開かれ、その十七日に五二八名の 

賛同を得て、出席者四一三名により生協設立総会が開かれた。こうしてお茶の水女子大学消費生活協同組合が発足し、大山寮生協 

はその支部となった。しかし食堂はまだ生協の経営ではなかったので、三十八年八月から食堂の生協経営への移行が問題となり、 

四十年二月の臨時学生大会では、食堂の生協経営が決定されるまで無期限食堂ボイコットを行なうことが決議された。その後、食 

堂運営委員会では、生協が提出した食堂経営計画の経理面について専門家の意見も聞き、慎重に検討した結果、可能であるという 

結論が出たため、大学と生協のあいだで「食堂給食業務委託事前覚書」を交わし、九月から食堂は生協の経営となった。 

戦後の学生生活に深い関係のある問題として学生会館問題がある。昭和三十四年三月に文部省の大学学術局学生課において「国 

立大学学生会館設置計画要項(試案)」が作成され、学生の課外活動の中心施設として学生会館を設置し、学生部長をその管理運営 

の責任者とするなどの方針が定められた。本学は当時の蠟山学長の尽力により、全国の国立大学にさきがけて学生会館が設置され 

ることとなり、四月に文部省からその予算が内示された。そこで学生会館設置計画委員会(教官七名・学生六名)が設けられ、六月 

にその第一回会合が開かれた。七月には北海道で民主教育協会主催による学生会館研究セミナーが開かれ、本学からは学生部長が 

学生代表一名とともにこれに参加した。この時、学生会館の目的は学生の厚生補導にあり、管理の最高責任者が学生部長であるこ 

と、必要経費は受益者が支払うことなどが明らかにされた。これに対して本学の学生自治会は九月に学生会館設立準備会を設けて、 

管理・運営・経理の諸問題を学生の立場から検討しはじめた。この頃学生会館の設計図作製も完了し、九月末には請負業者も決定 

した。三十五年三月末にその工事が完成したが、時あたかも安保改定阻止闘争のため全都騒然たる状態となりつつあった。そのよ 

うな情勢のうちに、大学と学生双方の代表により会館運営について協議が行なわれていたが、六月末に大学の方から「学生会館規 

程案」が示された。これに対して、学生自治会執行委員会は九月に、これまで学生会館委員会で協議を積み重ね、「学生会館委員会 

規則案」と「学生会館使用細則」を作成してきたのに、館長を設けて評議会と学長に決定権があることを定めた「学生会館規程案」 

を提示してきたのは、協議と信頼の原則に背くものであるという学生の見解を表明した。そして、学生会館の民主的運営、会館維 

持費の学生負担反対、会館内喫茶室の生協経営などの要求が認められなければ、会館使用を拒否するという態度をとった。こうし 

て、全国の国立大学にさきがけて新築された学生会館の建物も空しく放置されたままであったが、三十六年一月の臨時学生大会で、 

規程改正要求を再確認するとともに、改正規程実施まで臨時運営委員会を設置して開館し、喫茶室を生協経営とすることを決議し 

た。この決議に基づいて学生委員会と自治会執行委員会が協議し、一年以内の暫定期間を置くことなどを定めた「申し合わせ事項」 

が二月末に成立した。三月末に、日常的運営のため臨時運営委員会(教官・学生の代表から成り、生協代表をオブザーバーとする) 

のもとに学生会館学生運営委員会(臨時運営委員会中の学生代表によって構成)を置くことなどを定めた「学生会館使用に関する申 

し合わせ事項」が成立し、三十六年四月十日に学生会館はようやく臨時開館の運びとなった。 

 

なおこの会館の名称について、名称募集が行なわれた。『教授会議題』(昭和三十五年度)によると、山の上会館、山の上学生 

会館、学友会館、お茶の水女子大学会館(略称お茶大会館)、お茶の水女子大学学生会館(略称学生会館)などが「候補作」として 

あがった。 

 



昭和三十六年六月に会館内の喫茶室は生協経営となった。十一月から学生会館規程検討委員会(教官五名・学生五名)が発足して、 

規程案を作成し、三十七年六月の学生投票でこれを承認したが、同月の評議会で、本学の学生会館は全国注目の的であり、本学独 

自の案を出すのはよいが、実施面を十分考慮し法的にも支障のないよう教授会で慎重に審議してほしい、という学長の発言があっ 

て、実施に至らなかった。こうして学生会館は長いあいだ臨時開館の状態であったが、五十三年二月二十二日に「学生会館規則」 

「学生会館運営委員会規程」「学生会館使用細則」が定められ、即日施行されて、ようやく正式開館の運びとなった。 

 

学生自治会の活動と学生運動の経過 

 

第二次大戦後の本学学生の生活を特色づけるものとして、寮生その他の学生によるお茶の水女子大学学生自治会の運動があるの 

で、次にその概要を述べておこう。その淵源は、一九一〇年代、二〇年代の「女高師問題」「思想問題」事件に求めることはできる 

だろうが、このように大規模に、そして、このように組織的かつ公然と本学の学生の自治活動が繰り広げられたのは、他には見ら 

れぬこの時期の特徴といわねばならないだろう。 

全国各地の同種の学生団体の連合組織である全学連(全日本学生自治会総連合)が結成大会を開いたのは、昭和二十三年九月十八 

日のことである。当時の官公私立一四五校がこれに加盟した。二十七年四月に発足したお茶の水女子大学学生自治会は、前述のよ 

うに、この年六月に学寮問題などを契機としてストライキを行ない(当時、全学連未加盟)、その存在を知られるようになった。と 

ころが、二十八年以降自治会活動は逆に沈滞し、学生大会を開こうとしても、定足数だけの学生が集まらないような状態になった。 

そのため自治会は、はじめ三分の二であった定足数を改めて、これを二分の一に下げ、さらに三分の一に下げようとしていたが、 

学生委員会は五分の二を妥当とした。二十八年六月の学生集会でこの問題を諮ったがまとまらなかった(四一八票のうち「五分の二」 

支持が一八七、「三分の一」が七十一、「二分の一」が一六二で、保留となった)。 

こうして沈滞のうちに三年を経たが、昭和三十一年六月二十七日に、五二二名の出席で学生大会が開かれた。大会では津田塾大 

学、東京女子大学の代表および共同通信社の傍聴が許され、また、大阪女子大学、高知女子大学、東京教育大学、東京女子大学、 

津田塾大学からのメッセージと祝電が寄せられた。全学連からもメッセージが寄せられたが、メッセージ朗読の時、全学連代表が 

本学学生部長と会見中だったため、これは後回しにされた(「お茶の水女子大学三十一年度春季定例学生大会議事録」による)。こ 

の大会で、全学連加盟が賛成多数で決議された(賛成三一二・反対四十一・態度保留三十五・無効一・棄権八十六)。さらにその後 

の学生投票(学生総数九三五中八〇六)で、全学連加盟決議(賛成五九四・反対一〇八・保留一〇四)、自治会規約改正(学生大会定足 

数を「三分の一」とすることと自治委員会の毎週開催。承認六一七・反対五十・保留一三九)、学生準則改正案破棄要求(賛成五三 

三・反対六十二・保留二一一)の三項目とも支持された。この学生大会が開かれる前日、教官側は学生部長名で、「本学は全学連の 

性格とその活動状況を観察し自治会が従来通り加盟すべきでないとの方針を堅持することを表明する」旨を文書で発表した。しか 

しながら、自治委員会は、全学連加盟決議は教授会の賛否いかんにかかわらず有効と見なすと決議し、七月十八日に自治会が加盟 

の手続きをとった。そこで学生委員会では、「全学連に対する見方がかわったわけではない」けれども、「自治会に非合法な事をや 

らせないようにしたい」(「全学連加盟問題に対する学生委員会の見解」謄写版刷り)との立場に立って、とりあえず仮加盟として 

これを認めることにした。その後教官側は、「学生準則」第一条(学内団体の学外団体への加入に関する規定)に基づいて六月三十日 

に出された学生自治会の全学連加盟許可の申請について、学生委員会および教授会、評議会において慎重審議の結果、九月二十七 

日に「全学連加盟許可について」という謄写版刷り文書をもって学生側に回答した。そのなかで、本学の学生自治会は全学生の参 

加する単一の組織であって、全学生が当然にその会員となっているので、全学連規約第一二条第一項における同連合の全国大会お 

よび中央委員会の決定その他の指令にかかわる本学学生自治会の行動が、本学の授業・学習を拘束し、本学の機能を阻害し、大学 

の自治を侵犯する結果となる恐れがあるため、次のような五条件を付して加盟を許可するとの教官側の態度を明らかにした。 

「(一) 全学連規約第一二条の決定その他の指令にして、本学の授業および学習に影響ある事項については、学生準則に従 

うことは勿論であるが、全学連規約第一二条第二項の趣旨に従って学生大会を開く場合は、それに先だち、学生自治 

会は必ず学部別に学生代表者の会議を開き、その決定または指令の妥当性について討議し、その行動の自由を留保す 

るか否かを各学部別に決定しなければならない。 

(二) 前項の討議を行うに先だち、またその結果については、自治会執行委員会は、本学学生部長を通じて学生委員会に 



報告し、かつ大会の開催等自治会のとるべき行動について学生委員と協議しなければならない。 

以上の報告並に協議は、学生自治会または学生委員会の何れの側の発意によっても行われねばならない。 

以上の協議を経ず、またはその協議の結果に反して行われた行動は、大学学則第五一条(当時の第五一条)に該当す 

る「学校の秩序を乱し、その他学生の本分に反する」ものと見做されるので、協議の実行は厳守されねばならない。 

(三) 学生自治会は、新入学生の意思を尊重するため、毎年度定期学生大会において、全学連加盟の存続可否について決 

定しなければならない。 

(四) 学生自治会は、学生個人の自由が十分に保障せられるよう将来学生自治会の構成・組織・運営等についてその規約 

を改正しなければならない。 

(五) 学生自治会執行委員会は、全学連加盟を申請する際、以上の条件を全学連に対して申添えねばならない」。 

 

これに対して、昭和三十一年十二月の学生大会(出席者二二八名で有志大会となった)では、自治会の自主性を侵害するものであ 

るとの反対論も多かったが、三十二年五月の定例学生大会(出席五一七)では、前述の五条件について討論の結果、「附帯条件〔「自 

治会の自主的かつ民主的運営が阻害されてはならない」など〕付きの承認」が絶対多数で支持された。 

こうして全学連加盟が五条件付きで実現し、五条件第二項に基づいて学生大会の前に学生委員会との協議も行なわれるようにな 

り、その他の諸条件もおおむね実行に移された。また全学連加盟に伴って、多数の学生が全国学生統一行動に参加するようになっ 

た。たとえば、三十二年十一月一日の「原水爆実験即時無条件禁止要求国際統一行動デー」には三五〇名の本学学生が参加した。 

三十四年三月二十八日には社会党・総評などにより「安保条約改定阻止国民会議」が結成され、五月十五日の「全日本学生総決起 

大会」には本学学生二百名が参加した。十月十六日には自治会執行委員会が三十日の安保改定阻止闘争にストライキで立つことを 

決議した。これについては、学長および学生部長名で「学生大会について学生に告ぐ」という告示が出され、「学生大会に於いて同 

盟休校(スト)を決議するが如きことは、これを認める事は出来ない」とされた。しかし四八三名が出席した二十八日の臨時学生大 

会は、賛成二二三・反対一八七・保留二十四で三十日のストライキを支持し、準則問題協議会で一致作成された準則案(三九六頁) 

については拍手でこれを承認した。大学側は第二、第三の告示を出して、三十日の授業は平常どおり行なうことを明らかにし、学 

生大会の決議による行動は非合法であり、これを推進した執行部に対しては厳重な処置をとることを警告して、一般学生が「深く 

考慮して学生の本分を守られんこと」を要望した。しかし、十月三十日の「安保改定阻止全国学生ゼネスト」には九十校三十五万 

の学生が参加し、本学でもストライキが決行され、学内集会および中央集会に五二〇名の学生が参加した。十一月二十日に、大学 

は「学生自治会に関する方針」を公示し、蠟山学長の説示が行なわれ、自治会執行委員に対して責任をとって辞任するよう勧告し 

た。これは自治会に対する干渉であるとして二十五日に抗議集会が開かれ、二十七日に大学の承認なしで開かれた臨時学生大会(出 

席三八六)では、勧告拒絶の態度が明らかにされたが、十二月四日に執行部は辞任勧告を受諾して解散した。辞任しなければ停学処 

分にするとの大学の態度が明らかにされたのである。 

全学連内部では昭和三十二年以来対立が生じ、これが本学自治会にも影響して、三十四年、執行部解散後に行なわれた正副執行 

委員長選挙の際には、本学自治会史上はじめて二組の対立候補が出て、それぞれの理論を展開して争った。十二月十四日の選挙(総 

投票数七四六、投票率七〇・八パーセント)の結果、全学連「反主流派」が多数の支持を得て執行部を構成した(委員長三九六対三 

三六・副委員長五五二対一七〇)。これ以降本学自治会は安保改定阻止国民会議のもとで行動したが、一部の学生は全学連主流派の 

行動に参加した。三十五年三月の全学連第十五回臨時大会は流会となり、主流派と反主流派がそれぞれ別個に集会を開く始末とな 

った。四月二十五日の本学臨時学生大会(出席四八八)では、翌日の統一行動をめぐって執行部案とこれに対する対案が出され、前 

者が二九三票の支持で採択された(対案五十七・保留九十七)。二十六日には学内集会ののち新日米安全保障条約反対の国会請願デ 

モに約三百名の本学学生が参加し、一部の学生は全学連主流派の集会に参加した。その後も学生は分裂したまま多くのデモに参加 

した。六月十八日から十九日にかけて三十三万人が徹夜で国会包囲デモを行なううち、十九日午前零時に新安保条約は自然成立し 

た。この徹夜坐り込みに本学学生も相当数参加していたようであるが、その人数は不明である。この頃多くの大学は休講状態で、 

岸信介内閣打倒を叫ぶデモが続いていた。こうして安保改定阻止の大衆運動が大きく盛り上り、本学の教職員・学生も他の多くの 

大学とともにその渦中に巻き込まれたが、学生運動はこの頃から四分五裂を重ね、本学では学生会館問題が中心課題となっていっ 

た。 



昭和四十年代に入る頃から、本学における学生運動高揚の第三波ともいうべきものが起る。これは、第一波と同様、寮問題を契 

機として高揚した。前述の学生会館規程問題も、単に本学だけではなく、全国の国立大学における学生の自治をできるだけ大幅に 

確保したいという学生運動の動きを背景としていたが、このたびの寮問題に関しては、このような傾向がいっそう明瞭に現われて 

いた。それが本学では、「全寮連」の方針のもと、昭和四十年九月二十二日から十日間の授業放棄となって現われたのであった。そ 

の経過は前に述べたとおりである。 

その後七〇年安保を目指して、学生運動の各派は主導権を掌握するため、各大学においてさまざまな問題を取り上げたので、こ 

こにまた別の紛争が起ってきた。昭和四十三、四十四(一九六八、六九)年に全国的に燃え上った大学紛争がそれである。このよう 

な学生運動は七〇年安保をひかえたわが国においてだけではなく、世界的現象でもあった。すでに一九六八年を頂点として「ステ 

ューデント・パワー」が世界各国に吹き荒れていたのである。アメリカでは黒人の公民権運動が、ヴェトナム反戦運動と絡んでカ 

リフォルニア大学・ミシガン大学・コロンビア大学などで学生運動の火となって燃え上った。フランスでは同年五月はじめのパリ 

における学生と警官隊の衝突に端を発して、数百万の労働者が参加するゼネストに発展し、いわゆる「五月革命」となった。その 

ほか西ドイツ・イギリス・イタリアなど西欧諸国だけではなく、ポーランド・チェコスロヴァキアなどの東欧諸国、メキシコ・ブ 

ラジルなどのラテンアメリカ諸国でも、さまざまなかたちの大学紛争が展開された。 

日本では、昭和四十三年の医学部に端を発した東京大学の紛争が、安田講堂の占拠、全学共闘会議の結成、文学部長軟禁、入学 

試験の中止、四十四年一月の機動隊による安田講堂の封鎖解除などに発展した。筑波移転問題を発端とする東京教育大学、使途不 

明金問題をめぐる日本大学、学寮問題を契機とする東京外国語大学、全学共闘会議(全共闘)系と日本革命的共産主義者同盟革命的

マルクス主義派(革マル派)とが対立する早稲田大学、さまざまな問題が絡んだ京都大学など、四十三年から四十四年にかけて全国 

の大学で紛争の火の手が燃え盛り(四十三年度に六十七大学、四十四年度に一二七大学)、四十四年七月八日の文部省発表では、授 

業放棄または施設占拠・封鎖中の大学七十五校(国立四十三・公立八・私立二十四)に及んだ(文部省『学制百年史 資料編』昭和四 

十七年、二〇一頁)。 

こうして、本学学生の参加する学生運動は、第四の高揚の波を迎えることになる。昭和四十三年十二月末頃、社会主義学生同盟(社 

学同)Ｍ・Ｌ派や革マル派に属する学生が中心となって、「全学闘争委員会」(全学闘)が結成された。これは当時の自治会執行部を形 

成していた民主青年同盟系学生に対立するものであった。この全学闘は四十四年一月中旬から「学生準則」の撤廃などについて、 

自治会執行部だけではなく、全学闘とも話し合うことを学生部長と学生委員会に対して要求した。二月一日午後、全学闘に属する 

学生二、三十名が学生部長室に入っていわゆる「団交」を要求したが、学生部長不在のため坐り込み、午後十時半頃帰室した学生 

部長と押し問答を続け、二日午後四時になって、夜を徹して交渉に当っていた学生部長は疲労のため遂に入院した。全学闘の学生 

たちは学生部長との「団交」未了を理由として学生部長室に交代で泊り込みを続け、大学当局の再三にわたる退去要求を無視して、 

その後長期にわたり同室の占拠を続けた。自治会執行部は東大紛争支援のため二月四日にストライキを決行しようとして、そのス 

ト権確立のため二日および三日に全学学生集会を開いたが、一般学生や全学闘系学生に阻止されて、スト権確立およびストライキ 

実施を決議することができなかった。五日に、三学部教授会および自治会の共催で、本学の諸問題についての全学討論集会が午後 

三時半頃から講堂で教職員・学生約一、一〇〇名(推定)が出席して開かれたが、自治会執行部と対立していた全学闘系の学生が妨 

害して混乱に陥り、五時半頃流会に終った。同年五、六月には大学立法・大学臨時措置法案に反対し、集会やストライキが行なわ 

れた。燃え上った大学紛争を報道した一般紙は、昭和四十四年十月十八日段階で「“重症紛争校”が激減」としつつも、なお「占拠 

や封鎖」が続いて「重症」状態にある大学のひとつとして、お茶の水女子大学をあげている(朝日新聞昭和四十四年十月十八日朝刊)。 

しかしながらその後全学闘内部では、Ｍ・Ｌ派(約十五名)のみが学生部長室占拠を続けている状態となった。同年十二月四日に、 

学生部長などの教官や事務職員が、占拠学生不在であった学生部長室に入って、占拠を解除し同室を原状に戻した。こうして、十 

一か月にわたった学生部長室占拠はようやく終りを告げた。学生運動の激化は、当然のことながら、大学当局と治安当局のあいだ 

の事態の処理をめぐる問題を提起することになった。本学は、この間、問題の処理のために政府が昭和四十四年に施行した大学臨 

時措置法の第二条の規定する「紛争校」には該当しないとの立場をとり、教職員と学生の手による自主解決を目指していたが、た 

またま九月六日に、南門から本学に逃げ込んできた東京教育大学学生数名を追って地元警察の警官十数名がキャンパス内に入って 

当学生を連れ出すという事件が起った。「同日夜、学生部長、庶務課長は大塚署に行き事情を聴取し、先方は今後できるだけ慎重に 

行動すると述べた」と『評議会議事録』(四十四年九月十日)は記している。ともかく本学の場合は、大学紛争の全期間を通じて、 



他の諸大学では日常化したキャンパス内への警官隊導入という事態を招かずに済んだのである。 

大学発足以来、学生たちの生活にかかわるさまざまな問題を担当してきたのは、学生部長および学生部の教職員たちである。 

歴代学生部長の氏名、出身学科(専攻)、就任年月、退任年月は次のとおりである。(取)は事務取扱 

 

氏名    出身学科(専攻)  在任期間 

森 悌次郎  教育(体育)     昭和二十四年六月―二十五年十月 

吉田武子   化学       〃 二十五年十月―二十七年八月 

森 悌次郎  教育(体育)     〃 二十七年九月―三十二年一月 

中村一良   史学        〃  三十二年二月―三十四年一月 

関野豊三   教育(教育)     〃 三十四年二月―三十六年一月 

〃      〃       〃 三十六年二月―三十六年四月 

平井信義   児童       〃 三十六年五月―三十七年四月 

   〃   (取) 〃        〃  三十七年五月―三十七年十二月 

岡  徹   生物       〃 三十七年十二月―三十九年十二月 

尾鍋輝彦   史学       〃 三十九年十二月―四十一年六月 

福場博保   食物       〃 四十一年六月―四十二年十二月 

中村英勝   史学       〃 四十二年十二月―四十三年十二月 

吉田 昇   教育(教育)     〃 四十四年一月―四十五年十二月 

太田次郎   生物        〃 四十六年一月―四十七年十二月 

   〃      〃        〃 四十八年一月―四十八年十二月 

大宮 誠   教育(音楽)     〃 四十九年一月―五十年十二月 

矢部章彦   被服        〃 五十一年一月―五十二年十二月 

 

歴代の役職員は左記のとおりである。(取)は事務取扱、(兼)は兼務 

学生課長 中田はる、広中益次郎、三浦徳勝、黒川喜八郎、関宗正 

厚生課長 花村正道、細井専(取)、渡辺弥平、高石英作、石本正三、江本平三郎、三浦徳勝、黒川喜八郎、関口徳太郎、樋沼 

宗吉 

入学主幹 前沢昭男 

学生課長補佐 礒崎昭男、村野与四郎 

学生課学生係長(補導係長を含む) 中田はる(兼)、飯山アイ、佐藤悦、添谷東吾、浦田要、豊田広一、高橋伝、宮腰泰憲 

学生課入学試験係長 大室昭 

学生課課外活動係長 内野公夫、高木敏裕、高橋伝、宮腰泰憲、細井隆一 

厚生課厚生係長 田中兵治、橋田弘久、渡辺弥平(兼)、佐藤悦、村野与四郎、筑井克己、岩崎哲昌、高木敏裕 

厚生課学寮係長(寮務係長を含む) 新庄直春、花村正道(兼)、樺沢嘉六、薄葉章 

 

最近の状況 

 

紛争鎮静後、多くの学生の学生運動についての熱意自体が著しく薄れて、自治会執行部が学生大会を開こうとしても学生が集ま 

らず、定足数に満たないため学生大会として成立せず、一部学生の学生集会に甘んじている状態となった。このような情勢は本学 

だけにとどまらず、全国の大学の学生の状態もおおむね同様であった。その後本学の自治会は、学科課程や時間割、一般教育や教 

職課程など、教務に関する諸問題、授業料値上げ反対その他の学生生活の福祉に関する諸問題を取り上げるようになり、政治問題 

を闘争課題とするようなことはほとんどなくなった。一般の学生気質についても、「しらけムード」とか「しらけ世代」とかいうよ 



うなことがいわれるようになった。本学の学生についても、新制大学の初期に見られた、東京女子高等師範学校時代以来の気負っ 

た気分がほとんどなくなって、服装その他が「きれいになった」とか、「お嬢さん学校のようになった」とか、他の私立女子大学や 

一般大学の女子学生とあまり変らなくなったとの評判を聞くようになった。 

 

婦人の職業と専門研究者 

 

女子高等師範学校時代以来の女性アカデミズムの成長については前に述べたが、この伝統は新制お茶の水女子大学にも受け継が 

れている。お茶の水女子大学卒業者の学位取得状況は表Ⅳ・１６のとおりである。 

女子高等師範学校時代(東京女高師を含む)のそれ(一五三頁)と比べてみると、その絶対数、とりわけ理科系での飛躍的伸びが注目 

される。これが、第二次大戦後の学制改革と婦人の地位・意識の変化の所産であることはいうまでもない。 

 

もちろん学問研究の成果は、学位取得者の数だけで表わされるものではなく、また、文科系よりも理科系において学位取得 

が比較的容易であるという事情もある。しかし、このような事情を考慮に入れても、女子高等師範学校時代以来文科系よりも 

理科系においていっそう顕著な業績をあげつつあることは、否定し得ない事実である。卒業者の著書・論文をリスト・アップ 

したものとしては『東京女子高等師範学校卒業者 著書及び研究報告目録 明治十二年―昭和九年』(昭和九年)、およびこれ 

に続く『お茶の水女子大学東京女子高等師範学校卒業者 学術研究報告及び著書目録 昭和十年―昭和三十年』(昭和三十年) 

があるが、後者を見ても、「文科卒業生の部」約三頁に対して、「理科卒業生の部」約十三頁、「家事(家政)科卒業生の部」約二 

頁である。教科書・参考書などについては、家事(家政)科卒業者の著作が多い。 

久米又三・阿武喜美子「わが国に於ける自然科学分野での女子の活動(一)――東京女子高等師範学校およびお茶の水女子大 

  学卒業者の活動状況」(『お茶の水女子大学人文科学紀要』一四巻、昭和三十六年)によると、自然科学分野における業績ある 

研究者一一九名のうち、女子高等師範学校卒業者は八十五名(理科出身者はこのうち六十六名)、お茶の水女子大学卒業者は三 

十四名(理学部出身者はこのうち二十八名)である。女高師理科出身者は同科開設以来総計一、五一八名であるから、研究者は 

一、五一八名中六十六名すなわち四パーセントであるのに対し、お茶の水女子大学理学部出身者では、昭和三十三年までの理 

学部卒業者二五二名であるから、二五二名中の二十八名すなわち一一パーセントの研究者が出現している。これに潜在研究者 

(研究機関に所属し特定の研究テーマを持ちながら業績未発表の者)二十三名を加えると、その率は二〇パーセントとなる。三 

十三年十二月現在の潜荘研究者が数年後に潜在の域を脱する時は、二〇パーセントという率が確保されることになり、これは 

相当の高率であるといわなければならない。 

 

なお女子の特殊条件として、結婚後も研究を継続することができるかどうかは重要な問題であるが、表Ⅳ・１７を見ると、昭和 

十五(一九四〇)年以前には、既婚者が低率であったが、第二次大戦後は既婚者の数が増している。戦後は女子研究者にとって社会 

的障害がしだいに除かれつつある状況が示されているわけである。 

戦後学制改革による女子大学および女子学生数の増大と卒業生の将来コースの実態をふまえて、かつて「女子学生亡国論」なる 

ものが唱えられたことがあった。いわれていたことはまったく根も葉もないこととはいえない。しかし、在学期間中をまったくの 

モラトリアム期間と考え、そして、そこに見られる生活意識を卒業後も続けるといった生活態度は、女子学生に限られたことでは 

なく、戦後学生、とりわけ一九六〇年代の高度経済成長通過後の学生一般に男女共通して見られるところであった。そして、女子 

学生といえども、遊びと結婚のための時間かせぎとしてだけ大学に来ている者ばかりではあるまい。 

前にも述べた一九三〇年代以降の女子中等・高等教育の量的拡大の傾向は(二一六頁)、なにものをも押し止めがたい動向であり、 

戦後はさらにこれを決定的なものにした。この女子教育の発展の基盤には、社会経済構造の変化とともにわが国でも始まった女性 

の社会的労働への参加の比率の増大という事実がある。それも、初期の形態では、未婚者、つまり結婚して家庭に入るまでのもの 

であった。ところが、この就業形態は、一九六〇年代の技術革新と経済の高度成長を通過したのちはすっかり変って、逆のかたち 

のものになってしまった。女性の全就業者中既婚者(有配偶者と死別・離別者)の占める比重は、一九七〇年には五一・四パーセン 

ト、七五年には六一・八パーセント、七九年には六七・○パーセントとなった。女性の社会的労働への参加は、わが国における高 



齢化社会の急速な到来を迎えて、不可避の国民的課題となるだろう。しかし、そうであるとしても、女性が、多くの場合男性と異 

なるライフ・サイクルを持たざるを得ないこともまた否定しがたい。とすれば、女性のこのライフ・サイクルに合致した弾力性の 

ある中・高等教育の形態を、誰が、どのようにして今後開拓していくかが、女子教育関係者の解くべき課題となるであろう。 

 

第五章 お茶の水女子大学の発展と現状 

 

第一節 大学院修士課程の設置その他 

 

旧学制および新学制における大学院制度 

 

明治十九(一八八六)年の帝国大学令第二条で「帝国大学ハ大学院及分科大学ヲ以テ構成ス。大学院ハ学術技芸ノ蘊奥〔ウンノウ〕 

ヲ考究シ、分科大学ハ学術技芸ノ理論及応用ヲ教授スル所トス」と定められていた。「大学院」という名称が教育法に明記されたの 

はこれが最初であった。大正七年の大学令では、分科大学制に代って学部制が採用され、その第三条で「学部ニハ研究科ヲ置クベ 

シ。数個の学部ヲ置キタル大学ニ於テハ、研究科間ノ連絡協調ヲ期スル為、之ヲ総合シテ大学院ヲ設クルコトヲ得」と規定された。 

この大学令では、研究科は学部の延長であり、大学院は学部研究科の総合体で、独立の研究機関ではなかった。旧制の大学院は、 

学部卒業後も研究を継続したいと希望する学生が学部教官の指導のもとに各自の研究を進める場所であり、また大学や教官にとっ 

ては、特定専門分野の後継者を育成する場所でもあったが、大学院独自の教科課程は設けないのが普通であった。大学院学生のう 

ちには、別に職業に就いていて、ほとんど大学に出て来ない者も多く、学年末に研究報告を提出しなくても放置されたままの場合 

もあるというような状態であった。 

以上のような旧制大学院制度を改革して、第二次大戦後、新制の大学院制度が創設された。昭和二十二年七月に来日した米国学 

術顧問団(United States Science Mission to Japan)は、翌月に発表したその報告書のなかで、日本の大学院学生は一人の教授に属 

し、教授と学生たちは「家族型」の単位を構成しているとして、その閉鎖性を批判した。しかし、それよりも半年近く前に、学校 

教育法がすでに成立していて、そのなかで大学院制度の基本が規定されていた。二十一年八月に設置された教育刷新委員会では、 

十一月から大学院について論議が行なわれたが、そこでは二つの見解が対立した。その一方は、大学院は純粋の学問の研究機関的 

な性格を持つべきものであって、旧制総合大学をこれに当てるべきであるというものであり、他方は、大学院は新制大学に附置さ 

れ、それと並行して学問を研究し、その卒業者で学問研究を志望する者が学ぶところであるとする考え方であった。前者の考えの 

背景には、新制大学は職業教育を主とするカレッジ的な「大学校」であるから、真の意味の学問研究機関としての「大学」を残す 

必要があるとする考え方が存在していた。これに対して後者は、新制大学は職業教育機関であるとともに、学問研究機関でもある 

と考えていた。この論争が決着を見ないまま、教育刷新委員会の第一回建議事項(二十一年十二月二十七日)では、「大学には研究科 

又は研究所を設けることができること。この研究科又は研究所は、大学を卒業して後特に学問の研究をなす者を収容するものとす 

ること」と記されたのであった。 

昭和二十二年三月公布の学校教育法では、「大学には、大学院を置くことができる」(第六二条)、「大学院は、学術の理論及び応 

用を教授研究し、その深奥を究めて、文化の進展に寄与することを目的とする」(第六五条)などの条文が定められていた。しかし 

その後も教育刷新委員会では、大学院を新制の大学学部から独立した学問研究機関として、帝国大学をこれに当てるというような 

議論が行なわれていた。新しい大学制度では学問研究の水準が低下するのではないかとの危惧の念があり、また旧制大学を支えて 

きたドイツを中心とするヨーロッパ的な大学観が存在していたといえよう。しかしこのような考え方は結局敗退せざるを得なかっ 

た。総司令部の民間情報教育局(ＣＩＥ)は大学基準協会に対して内部指導を行ない、(一)学士と博士のあいだの中間学位の必要性、 

(二)中間学位授与のための課程・年限、(三)教師・技術者などの専門職のための学位制度、などの考えを出していた。大学基準協会 

はアメリカの大学院制度を参考にしつつ大学院基準案の作成に取り掛り、二十四年四月に大学院基準が決定された。その要点は次 

のとおりである。(一)大学院は研究科を構成単位とする。(二)大学院には修士の学位を与える課程と博士の学位を与える課程があり、 

修士の学位を与える課程だけを置くこともできる。(三)修士課程は「学部における一般的並びに専門的教養の基礎の上に、広い視 

野に立って、専攻分野を研究し、精密な学識と研究能力を養うこと」を目的とし、一年以上在学して三十単位以上を取得し、研究 



論文を提出しなければならない。(四)博士課程は「独創的研究によって従来の学術水準に新しい知見を加え、文化の進展に寄与す 

るとともに、専攻分野に関し研究を指導する能力を養うこと」を目的とし、三年以上在学して五十単位以上(修士課程での三十単位 

を含む)を取得し、独創的研究に基づく研究論文を提出し、最終試験を受けなければならない。(五)大学院を置く大学は、その課程 

に必要な施設ならびに講義・演習・実験などの授業を用意しなければならない。またその目的使命を十分に達成し得るような大学 

教員組織を用意しなければならない。 

昭和二十五年二月に大学設置委員会がこの大学院基準を大学院設置基準として採択し、これを適用して同年三月に関西の四私立 

大学に対してはじめて新制大学院の設置を認可した。大学設置委員会は同年八月に「大学設置審議会」に改組され、同審議会は二 

十七年十月に「学位に関する要項」および「大学院設置審査基準要項」を決定・答申し、文部省はこれに基づいて二十八年四月一 

日に、省令により学位規則を制定し公布した。三十年六月には大学院設置基準の一部改訂があり、修士課程には、「高度の研究能力 

を備えた専門の職業人の養成」という役割が加えられ、その目的も「学部における一般的並びに専門的教養の基礎の上に、広い視 

野に立って、精深な学識を修め、専門分野における理論と応用の研究能力を養うこと」と改められた。また修士課程の最低在学年 

限を二年、博士課程のそれを五年に高めるとともに、前者二年、後者三年、計五年の積み上げ方式が認められ、その後多くの大学 

院はこの方式を取ることとなった。 

以上のようにして新制大学院の制度的基礎ができたが、その財政的基盤については、文部省は早くから、大学院の専任教官を置 

かない、また学部から独立した予算を組まない方針であったので、国立大学における大学院は最初から大きな制約を受けていたわ 

けである。 

財政面でこのような制約があり、また研究水準の維持のため、大学院の設置そのものについて文部省は厳しい方針を取ったので、 

その新設は容易には進まなかった。お茶の水女子大学は、昭和二十四年、大学として発足して間もなく大学院設置の構想をまとめ 

ることを決定した。しかし実は、それより前二十三年三月の段階で、この設置のことが考えられはじめていた。同月十七日の教授 

会の記録には、大学設置に向けての「学則要項の報告」が提出されたが、そこには、学部学科の構成、講座名称などと並んで「大 

学院に関する件」が書き込まれていた(『昭和二十二年五月以降教授会記録』)。『新制大学設置準備委員会議記録』にも、二十五年 

三月八日の記事として「大学院を置く大学とする為全体計画を樹てることについて決定」とある。当時の教授会が、このように早 

くから大学院設置を考えたのは、きたるべき改革によって旧師範学校の領域でいえば尋常師範学校と高等師範学校が同格の新制大 

学となり、高等師範学校であった本学にいた者の意識で見ると、新学制は実質上本校に格下げを要求するものであるかのように映 

ったという事情があったと思われる。 

大学として発足後の昭和二十七年六月二十五日の教授会に、各学部で協議中の計画として、二十八年度開設を目指す大学院案、 

専攻科案の二つが出された。文教育学部は専攻科案を、理学部は大学院案を出し、家政学部からは、まず「専攻科として考え、後 

に大学院として考えた」との意見発表があった(『教授会記録』による)。次回七月二日の教授会でこれが大学院案に一本化され、 

それぞれ修士課程、博士課程からなる文化科学・自然科学両研究科の『大学院設置案』が発表された。同案の「設置趣意書」は、 

次のように述べている。 

「本学は旧制東京女子高等師範学校の時代に於ても四年制の本科と二年制の研究科とを併置して名実共に女子最高教育機関 

  であった。然るに今回の学制改革によって大学の名を冠するに至ったが、四年制に止るならばその実に於ては寧ろ旧学制に於 

  けるよりも学術研究の水準を低下するの結果になるのである……。」 

しかしながら、文部省では前記のような事情をふまえて、大学院はこれを旧制の大学の系統を引く大学または学部の上にだけ置 

くことを原則としていたので、本学のこの構想も、当時の段階では日の目を見ぬまま終りかねない情勢になってきた。そこで同月 

二十七日の本学教授会は、問題をふたたび振り出しに戻し、「対策として、大学院で進む方法、専攻科を一段階として設ける方法に 

ついての意見の交換」を行なった。しかし、結論は得られなかった。三十年八月には、大学院設置を最終目標として「大学院設置 

要望書」と「学部充実案について」の文書を文部省に提出した。 

同年十月二十五日、本学理学部が参加していた国立七大学理学部長会協議会(第八回)が要望書を発表し、「理学部が基礎科学の研 

究機関としての機能を果すためには、大学院の設置が必要」であり、とりわけお茶の水女子大学は「歴史的にみて女子高等教育の 

中枢機関」であるから、早急の課題であるとした。大学院問題は学生の関心も呼び、三十二年には学生自治会大学院問題対策委員 

会が「大学院問題アンケート」の結果を発表したりした。 



中央教育審議会(略称中教審)が大学教育の改善について行なった答申に基づく新しい方針が、昭和三十八年一月になって文部省 

筋に現われてきた。それは、大学院修士課程については、従来の研究者養成の目的のほかに、社会的要請の高まりつつある高度の 

専門的な職業人の育成という目的を達成するため、旧制大学系統のなかでなくても、教員組織・施設・設備などがとくに充実して 

いる新制大学の学部の基礎のうえにも設置することを認めるというものであ 



った。こうしてようやく本学に、先ず家政学研究科(修士課程)の設置が実現する運びとなったのである。 

 

大学院家政学研究科(修士課程)の設置 

 

本学においては、昭和三十八年度予算概算要求に備えて、三十七年五月の評議会において、大学院家政学研究科案について検討 

が行なわれ、中教審の答申に基づいて修士課程を各学部の上に置くこと、そのうち実現可能のものから概算要求を行なっていくと 

の方針を確認した。六月の評議会で三十八年度概算要求のうちに家政学研究科の要求を含めることが正式に決定され、十一月に設 

置認可申請書を文部大臣宛提出した。大学設置審議会の本学における実地視察は、三十八年二月八日に行なわれ、三月十一日の同 

審議会総会において、本学大学院家政学研究科修士課程の三十八年度からの設置が可と認められた。その専攻と学生定員は、児童 

学・食物学・被服学専攻の三つで、入学定員がそれぞれ六名ずつ、計十八名、総定員がそれぞれ十二名ずつ、計三十六名で、授与 

される学位の名称は「家政学修士」となった。こうして四月一日付で同研究科が開設され、四月末に学科試験と口述試験が行なわ 

れ、児童学専攻八名、食物学専攻七名、被服学専攻五名、計二十名の入学が許可されて、五月十三日に入学式が行なわれ、本学大 

学院発足の運びとなったのである。なお、これに先立ち、三十七年十一月、長年の願いであった大学院設置の見込みがついた段階 

で、お茶の水女子大学大学院設置促進委員会(委員長は桜蔭会常任理事・副委員長は家政学部長)が、学長、前学長および元学長、 

附属校園長などを顧問にして設置され、「お茶の水女子大学大学院設置に伴う施設充実のための募金」を行なった。 

大学院設置に伴って学則その他の一部改正が行なわれ、「大学院規則」「学位規程」および「大学院規則」第二九条第二項の規定 

に基づく「大学院家政学研究科委員会規程」が制定され、四月一日から適用された。なお、家政学専攻科は家政学研究科(修士課程) 

の設置に伴って廃止された。また、同研究科修士課程の修了者は、高等学校教諭一級普通免許状(家庭)を授与される資格があるも 

のと認定された。 

なお、のちに述べるように、昭和四十三年に家政学部に家庭経営学科が設置されてのち、四十七年四月一日に、大学院家政学研 

究科に家庭経営学専攻が増設された(四五四―五頁)。 

 

大学院理学研究科(修士課程)の設置 

 

大学院理学研究科設置の準備は、昭和三十七年度からすでに進められていた。同年五月段階で案としてまとめられた大学院「理 

学研究科の設置を必要とする理由」を述べた一文は、近年の科学技術の進歩に伴い本学卒業者に対しても「高度の能力を有する研 

究者、技術者」およびその養成者が要求されるようになってきたと説きおこして、次のように述べている。 

「上述のように自然科学の分野で女性の研究者も大いに養成しなければならないが、他の国立大学、大学院においては女子 

  学生の受入れ態勢は未だ充分に整備されておらず、その拡充も早急に期待し得ない現状では、本学に理学研究科を開設するこ 

  とはきわめて緊急な要講である……。」 

明くる昭和三十八年八月には、学長、理学部長、桜蔭会常任理事の連名で、ほぼ同趣旨の開設「要望書」が発表された。こうし 

て、三十八年十月末にその設置認可申請書が文部大臣宛提出された。これをうけて、十一月には新たに理学部長を副委員長に加え 

たお茶の水女子大学大学院設置促進委員会が「陳情書」を発表した。大学設置審議会の本学における実地視察は三十九年二月二十 

日に行なわれ、三月三十一日に文部省大学学術局長から、同研究科(修士課程)が三十九年四月一日から本学に設置される旨通知が 

あった。その専攻と学生定員は、数学・物理学・化学・生物学専攻の四つで、入学定員がそれぞれ十名ずつ、計四十名、総定員が 

それぞれ二十名ずつ、計八十名であった。授与される学位は「理学修士」である。四月二十四日に理学研究科の入学試験が行なわ 

れ、数学専攻二名、物理学専攻二名、化学専攻一名、生物学専攻三名、計八名の入学が許可されて、五月八日に入学式が行なわれ

た。 

理学研究科の設置に伴って、大学院規則第三三条第二項に基づき「大学院委員会」が設けられ、その規程が定められて昭和三十 

九年四月二十二日から施行された(この委員会は五十二年一月二十六日、「大学院研究科連絡委員会」に改組された)。この委員会は 

学長、各研究科長(学部長)、各研究科の専任教授各二名をもって組織され、学長を委員長とし、大学院の運営に関する必要事項を 

審議し、研究科間の連絡調整に当るものである。また同じ三十九年四月に「大学院研究科委員会規程」が定められ、二十二日から 



施行された。これに伴い、前年制定されていた「大学院家政学研究科委員会規程」は廃止された。この研究科委員会は各研究科ご 

とに設けられ、研究科長と大学院研究科授業科目担当の専任教授をもって組織されるが、同授業科目担当の専任の助教授および講 

師を加えることができ、委員長は研究科長である学部長であるので、その構成は各学部の教授会から大学院授業科目を担当しない 

教官を除いただけのものである。この委員会の審議事項は、大学院教官の選考、学生の入学・休学・退学など、修士課程修了の認 

定、学位の授与および取消、学生の厚生補導、その他研究科の運営に関する重要事項である。 

なお、理学研究科(修士課程)の設置に伴って理学専攻科が廃止された。また同研究科修士課程の修了者は、高等学校教諭一級普 

通免許状(数学・理科)を授与される資格があるものと認定された。 

 

創立九十周年記念式 

 

昭和四十年は創立満九十年に当っていたので、十一月十八日午前十時から徽音堂において創立九十年記念式が挙行された。学長 

式辞、文部大臣祝辞、来賓祝辞、卒業生総代祝辞、学生生徒児童総代祝辞、永年勤続者祝辞と型どおり式を終ってのち、十一時か 

ら幼稚園園児・小学校児童・中学校生徒・高等学校・生徒・大学の体育学専攻学生による吹奏楽・合唱・ダンスが行なわれた。正 

午から午後二時まで学生会館で祝賀パーティー、二時から三時半まで講堂で記念講演(黒田チカ名誉教授「感謝――紫根を中心にし

て」、蠟山政道元学長「歴史の挑戦――若い世代に期待する」)、三時半から四時半まで音楽の演奏(バイオリンの巌本真理らを迎え 

てピアノ三重奏とピアノ五重奏)が行なわれた。別に図書館で展示が行なわれたが、この時は、とくに東京女子師範学校初代摂理中 

村正直の著書・訳書などが多数展示された点に特色があった。 

 

大学院人文科学研究科(修士課程)の設置 

 

大学院人文科学研究科設置についての 初の概算要求は、昭和三十八年六月に理学研究科とともに行なわれ、その後も毎年行な 

われていたが、四十一年一月に、「大学の設置認可申請等の手続に関する細則」に基づいて、「人文科学研究科設置計画書」が文部 

大臣宛提出された。二月二十三日に、大学設置審議会の本学における実地視察が行なわれ、四月十八日に文部省大学学術局長から、 

同研究科(修士課程)を四十一年四月一日付で設置する旨通知があった。その専攻と学生定員は次のとおりであった。哲学専攻(入学 

定員四人・総定員八人)、史学専攻(六人・十二人)、地理学専攻(六人・十二人)日本文学専攻(六人・十二人)、中国文学専攻(四人・ 

八人)、英文学専攻(六人・十二人)、教育学専攻(十四人・二十八人)入学定員計四十六人・総定員計九十二人。授与される学位は「文 

学修士」である。四月二十七、二十八日に人文科学研究科の入学試験が行なわれ、哲学専攻四名、史学専攻六名、地理学専攻二名、 

日本文学専攻四名、中国文学専攻二名、英文学専攻三名、教育学専攻六名、計二十七名の合格者が発表されて、五月十日に入学式 

が行なわれた。 

人文科学研究科(修士課程)の修了者は、高等学校教諭一級普通免許状(国語・社会・英語・中国語)を授与される資格があるものと 

認定された。 

前述のように大学院各研究科(修士課程)が設置されるとともに、本学の各学部・学科の講座は「修士講座」となったが、教育学 

科体育学専攻および音楽教育学専攻の諸講座は除かれていた。したがって、この両専攻に関する限り文教育学専攻科(体育学・音楽 

教育学専攻)はなお存続していたわけである。 

教育学科の体育学専攻は昭和四十五年六月に「表現体育学専攻」に改組され、その第一講座体育学は「運動心理学」に、第二講 

座女子体育学は「運動生理学」に、第三講座健康教育学は「舞踊教育学」に改められた。四十八年度からさらに運動心理学が「舞 

踊教育学」に、運動生理学が「遊戯学」に、舞踊教育学が「動作学」に改められ、また音楽教育学専攻の第二講座音楽教育学が「演 

奏学」に改められた。このような改組(体育学専攻の教官も大幅に入れ替った)に基づいて、大学院人文科学研究科(修士課程)に舞踊 

教育学専攻が設置された。その入学定員は十名、総定員は二十名である。四十八年五月十四日に入学試験が行なわれ、舞踊教育学 

専攻八名の合格者が発表されて、二十五日に入学式が行なわれた。こうして本学の大学院人文科学研究科(修士課程)が完成すると 

ともに、文教育学専攻科が廃止された。 

修士課程に舞踊教育学専攻が設置されると、その修了者は、高等学校教諭一級普通免許状(保健体育または音楽)を授与される資



格があるものと認定された。 

 

家政学部家庭経営学科の設置 

 

昭和二十四年度に本学が発足した際、理家政学部の家政学科に共通講座として「家族経済学・一般家政」が置かれ、二十五年度 

に家政学部が分離・独立したのちも同様であった。二十八年度以後この講座で「家政学原論」や「家庭管理学」の講義が行なわれ 

るようになった。本学の家政学部には児童・食物・被服の三学科があったが、家庭生活の全領域を総合的に把握して研究し教授す 

る学科を設置する必要が高まって、家族経済学、家庭管理学・住居管理学の三講座から成る「家庭経営学科」新設の要求が、三十 

一年度の概算要求の一部として提出された。しかしこの時は実現に至らず、その後十年余を経て、四十三年三月二十七日の評議会 

は家庭経営学科講座別カリキュラムを 終的に承認し、ここに四十三年四月一日、同学科が家政学原論・家庭経済学・家族関係学 

の三講座をもって新設されることとなった。その学生入学定員は二十五名、総定員は百名である。なお四十七年四月一日に、大学 

院家政学研究科(修士課程)に家庭経営学専攻(入学定員六名・総定員十二名)が設置された。 

 

制度検討委員会および制度改革委員会 

 

昭和四十三年から四十四年にかけて多くの大学で紛争が起った。その本学における様子については、前章末に述べたとおりであ 

る。これに対処するため、全国各大学で大学の諸制度の改革問題が取り上げられたが、本学においても四十四年六月末に「制度検 

討幹事会」が設けられ、七回会合して各学部、各委員会より寄せられた問題点を整理した結果、十月はじめに次のような報告を行 

なった。 

 

一 (一) 制度検討委員会として次の二委員会を置く。 

(Ａ) 制度検討第一委員会(意志決定組織についての委員会)。 

(Ｂ) 制度検討第二委員会(研究・教育組織についての委員会)。 

(二) 委員会の任務としては 

(Ａ) 学長の権限、評議会、教授会に関すること、各種委員会に関すること、学生参加の問題も入る。 

 (Ｂ) 学部、講座制、カリキュラム、とくに一般教育のことなど。 

(Ａ)(Ｂ)両委員会にまたがる事柄については、合同委員会を開催することも考えられる。 

(三)(四) 略 

二 新設委員会の検討対象事項としては計二十四項目があげられ、第一委員会の取り組むべき対象事項としては、現行諸規程、 

とくに学生関係規程の再検討、評議会の任務・構成など、三学部連合教授会の必要性、各種委員会の機能・整理統合、学生の 

地位と運営参加の基本方針などが緊急に取り組むべきことがらとされた。第二委員会に関しては、同じく、一般教育の在り方、 

教養部設置の是非、入学試験の科目・方法の再検討などが緊急事項とされた。 

 

両委員会の委員(各学部より教授一名・助教授一名)が選出され、十一月から十二月に合同委員会を開き、四十五年一月から第一・ 

第二両委員会に分かれて、それぞれの検討対象事項について検討の結果、六月に第一委員会の中間報告案が作成され、第二委員会 

の作業も進展して、九月末に両委員会の合同委員会が開かれ、十一月にそれぞれの委員会の報告が評議会に提出され、各学部教授 

会にも配布された。 

これらの報告のうちには、多くの貴重なアイディアや具体的な提案が含まれていたが、そのうちには比較的実施しやすいものも 

あり、法令その他諸般の事情からただちに実施することが困難なものもあった。両委員会の報告に基づいて具体的な改革の試案を 

作成するため「制度改革委員会」が設けられることとなり、各学部教官のうちから四名ずつ、計十二名の委員が選出され、昭和四 

十六年四月十三日にこの委員会の第一回会合が開かれた。制度検討委員会では第一・第二の両委員会とも委員長を設けず、会合の 

つど委員が交代で座長を務めたが、制度改革委員会は委員の互選により文教育学部の井上茂教授を委員長に選出した。この委員会 



は、制度検討第一・第二委員会の報告に含まれた諸般の問題について審議した結果、九月に試案一「評議会について」、十月に試案 

二「本学の教育、研究、行政について」、四十七年一月に試案三「学長候補者選考規程について」、三月に試案四「附属校園につい 

て」、四月に試案五「各種委員会の整理統合および今後に残された課題について」という五つの試案が評議会に提出された。これら 

の答申の内容については、それぞれの時点で、評議会内部、各学部教授会において、資料配布その他のかたちで披露が行なわれ、 

相互間で検討が行なわれた。またその内容に関する「学部教官以外の各層の意見を徴する方法」について提案が行なわれた(『評議 

会議事録』昭和四十六年十一月十七日)こともあった。 

 

学長の選挙と交代 

 

昭和四十三年秋に学長候補者選挙が行なわれ、文教育学部教授で文教育学部長を務めたことのある波多野完治(一九〇五― )が 

選挙されて、四十四年一月、第五代学長に就任した。波多野学長は四十五年九月、任期なおなかばであったが、病気のため辞任を 

申し出、同月末の評議会で了承され、同年十二月から四十六年一月に学長候補者選挙が行なわれた。その結果、家政学部教授で、 

家政学部長・図書館長などを歴任した谷田閲次(一九一一― )が選挙され、四十六年二月、第六代学長に就任した。 

 

前述のように、四十六年四月に発足した本学の制度改革委員会は四十七年一月に試案三「学長候補者選考規程について」を 

評議会に提出した。評議会はこの試案に基づいて改正規程案を作成し、各学部教授会の承認を得て、十一月八日の評議会で新 

規程が決定され、即日施行された。新しい「学長候補者選考規程」が旧規程と異なるもっとも重要な点は、旧規程で三次に分 

けて行なわれた選挙が二次に簡素化され、旧規程における第二次選挙(第二次選挙資格者すなわちいわゆる「代議員」による選 

挙)が廃止されたことである。そして第一次選挙については、旧規程で二名以内連記・無記名投票で推挙された者の氏名が、「学 

長候補者選挙管理委員会規程」の定めにより、すべて五十音順で発表されたのに対し、新規程では、得票順に上位十名を第一 

次当選者とし、これを得票順に公示することとした。第一次選挙権者が本学専任の文部教官、文部事務官および文部技官であ 

ることは旧規程と同様である。第二次選挙は、第一次当選者について(五十年十月に「第一次当選者を参考にして」と改められ 

た)、単記無記名投票により、有効投票数の過半数の得票者を第二次当選者とすることとなった。得票過半数の者がない時は繰 

り返し投票を行ない、二回(旧規程では三回)の投票をしても得票過半数の者がない時は、 終回の得票順により高点者二名に 

ついて決選投票を行ない、得票多数の者を当選者とする。第二次選挙権者は学長、本学専任の教授・助教授・講師および本学 

専任の職員で教授または助教授を兼ねる者と定められた(教授会および評議会、すなわち大学管理機関の構成員による選挙であ 

る)。この第二次選挙の方法は旧規程における第三次選挙の方法とほとんど変りなかった。学長の任期は、旧規程では、四年と 

し再選を妨げないが、再選の場合の任期は二年で、引き続き六年を越えて在任することはできないと定められていたが、四十 

五年十一月の旧規程改正で「任期は二年とし再選を妨げない」と改められた。前述の制度検討委員会で学長の任期問題が検討 

され、とりあえず旧規程のこの部分だけが改正されたわけである。新規程では「三年とし、再任を妨げない。ただし、再任の 

任期は二年とし、五年を超えて在職することはできない」と定められた。学長候補者は本学の内外を問わず適任者のうちから 

選考することとなっていたが、第二代蠟山学長のあとの学長はすべて学内から選ばれ、学内事情に通じているので、任期を短 

縮してもよいと考えられたからである。なお四十七年十一月八日の新規程施行と同時に「学長候補者選挙管理委員会規程」が 

廃止され、別に「学長候補者選考規程実施細則」が定められて、選挙管理委員会に関する規定はこの細則のうちに含まれた。 

 

昭和四十五年十一月の旧規程改正により学長の任期が二年となっていたため、四十七年十二月に学長候補者選挙が新規程により 

行なわれた結果、谷田学長が再選され、さらに在任することとなった。そして五十年十二月の学長候補者選挙の結果、文教育学部 

教授で文教育学部長や図書館長などを歴任した市古宙三(一九一三― )が選挙され、五十一年二月、第七代学長に就任した。 

なお学長候補者の選考については、教育公務員特例法第二五条および同施行令第一条の規定により、評議員および附属図書 

館長で構成される「協議会」で行なわれていたが、四十八年九月に同施行令の一部が改正され、同十月に本学の「協議会規程」 

が廃止されて、学長候補者の選考は評議会が行なうこととなった。 

 



入学者選考制度の改革 

 

昭和四十六年以降、本学において入学者選考制度に関連していくつかの重要な改革が行なわれた。新制大学発足以来、大学の入 

学者選考方法としては、学力検査・身体検査・出身高校の調査書により総合的に判定する選抜方式によることとなっていたが、実 

際には学力検査の成績だけが選考資料として重視され、そのため高校以前の学校教育全般に対して大きな影響を及ぼし、いわゆる 

受験勉強がますます激化して、わが国の教育全般に弊害を生み出すこととなった。三十八年に中央教育審議会は「大学教育の改善 

について」の答申のなかで、入学試験改善の具体的方策として、信頼度の高い結果を得られる共通的・客観的テストの研究・作成・ 

実施について提案した。この提案に基づいて同年に能力開発研究所(能研)が設立され、共通テストの開発・研究を行なった。文部 

省はこの能研のテストを利用するよう各大学に勧告したが、大学側の協力が得られず、同研究所のテスト開発研究は四十三年度を 

もって停止された。この能研のテストにどう対処するかについては、その採用が勧められていた期間中、本学の教授会でも繰り返 

し問題点の討議が行なわれた。その後文部省は「大学入学者選抜方法の改善に関する会議」に、長期的展望に立った入学者選考方 

法の改善方策について諮問し、四十六年十二月にその報告書が提出された。この報告書は、選抜方式を踏襲しつつも、各種の選考 

資料を多角的に活用することによって志願者の能力・適性を総合的に判定する、いわゆる総合判定方式の実現をさらに強く提唱す 

るとともに、具体的改善方策として、(一)調査書の活用、(二)共通学力検査の実施、(三)大学が行なう学力検査などの改善、(四)大 

学における入学者選抜事務処理体制の整備、(五)高等学校における進路指導の充実、の五項目を提案した。このうち共通学力検査 

については、進学適性検査および能研テストがはかばかしい成果をあげ得なかった前例もあるため、その具体的な実施方法につい 

て慎重に検討が進められたが、各国立大学長によって組織される国立大学協会がこの問題を本格的に取り上げるようになって、具 

体化される気運が醸成された。 

昭和四十四年十一月に発足した本学の制度検討第二委員会は、以上のような経過をふまえて、本学の入学者選考方法および入学 

試験科目についても検討を行なった。これまで本学では入学者選考に当って、他の多くの大学と同様、学力検査の成績を主とし、 

高校の調査書による判断を従とする選抜方式を取ってきた。これは各高等学校間に学力上の格差があり、この格差の度合を判別す 

る方法が開発されていない状態ではやむを得ないことであった。しかし、限られた試験時間内に限られた試験問題で受験者の学力 

を判定することについては、その客観性に不安を抱かざるを得ないし、また他大学の入学試験とあいまって、高校本来の教育に大 

きな支障をきたしていたことも事実であった。したがって入学者選考方法の抜本的改革は、全国の大学・高校が協力しなければ達 

成されないことはもちろんであるが、本学だけでも改善できる点はただちに着手すべきであるとして、同委員会は入学試験科目の 

問題を取り上げた。 

これまで本学においては、他の多くの国立大学と同様、毎年文部省から通達される「大学入学者選抜実施要領」の線に沿って、 

外国語・数学・国語・社会・理科の五教科にわたって、六科目ないし七科目を学力検査の科目としてきた。同委員会は評議会の要 

請をうけて、四十五年四月から五月にかけて数回にわたり、四十六年度入学試験の科目について検討を行ない、(Ａ)外国語・数学・ 

国語の三教科、(Ｂ)この三教科に一教科(社会または理科)を加えた四教科、(Ｃ)上述三教科と各学科独自の科目、(Ｄ)従来どおりの 

五教科で多少の手直しを加える(時間数・科目数の減少)の四案を得た。同委員会では多数がＡ案を、少数がＢ案を支持し、Ｃ・Ｄ 

案に賛成した者はほとんどいなかった。Ａ案を多数が支持した理由は、社会の諸科目中で大多数の受験者が選択する日本史・世界 

史、理科の諸科目中で多数が選択する生物などの科目はいわゆる暗記もので、大学教育を受けるための素質を見るためには上述の 

基本的な三教科の試験で十分であるということであった。しかし能力判定には多くの資料があったほうが危険が少なく、また入学 

試験科目から除かれた教科について高等学校における履修がおろそかになるのではないかという意見も出された。各学部教授会に 

おいて審議の結果、文教育学部ではＡ案を多数が支持し、理学部では従来どおりという意見が多数であった。家政学部では、三教 

科を中心とするが、各学科において小論文または一教科を加えるという意向が強かった。四十五年五月二十六日、第二委員会は、 

以上のような経過といちおうの結論を「昭和四十六年度入学試験選抜法について」と題して評議会宛に提出し、入学試験委員会(三 

六六頁)で 終案をまとめられるよう「要望」した。こうして入学試験委員会で審議の結果、四十六年度の本学の入学者選抜学力検 

査の実施教科・科目は次のとおり決定された。 

文教育学部 国語(現代国語・古典乙Ⅰ・古典乙Ⅱ)・数学(数学Ⅰ・数学ⅡＢ)・外国語(英語Ｂ・ドイツ語・フランス語のう 

ち一科目選択)の三数科六科目。表現体育専攻および音楽教育学専攻の志望者には実技検査を行なう。 



理学部 国語(現代国語・古典乙Ⅰ)・社会(倫理社会・政治経済・日本史・世界史Ｂ・地理Ｂのうちから一科目選択)・数学 

(数学Ⅰ・数学ⅡＢ・数学Ⅲ)・理科(物理Ｂ・化学Ｂ・生物のうち二科目選択)・外国語(文教育学部の場合と同じ)の五教科九科 

目。物理学科志望者は必ず物理Ｂを含めること。 

家政学部 児童学科と家庭経営学科は国語(現代国語・古典乙Ⅰ)・数学(数学Ⅰ・数学ⅡＢ・)・外国語(文教育学部の場合と 

同じ)の三教科五科目のほかに小論文を課す。食物学科は以上五科目に数学Ⅲ・化学Ｂを加えて三教科七科目、被服学科は以上 

五科目に日本史・世界史Ｂ・数学Ⅲ・物理Ｂ・化学Ｂのうちから一科目選択して三教科六科目。 

 

昭和四十七年度からは理学部と家政学部も社会を除いた。被服学科がＡとＢに分かれ、Ａの場合は食物学科と同じく七科目、Ｂ 

の場合は数学Ⅲと化学Ｂを除いて五科目とした。五十一年度には物理Ｂが物理Ⅰ・物理Ⅱ、化学Ｂが化学Ⅰ・化学Ⅱ、生物が生物 

Ⅰ・生物Ⅱとなり、いずれもⅡの内容のうち一部が除かれた。 

なお、四十六年三月の入学試験から学力検査の成績の処理のため電子計算機が導入された。 

前述の「大学入学者選抜方法の改善に関する会議」の提案(四)「大学における入学者選抜事務処理体制の整備」に基づいて、文 

部省は国立大学における入学試験事務機構の整備を図った。本学では昭和四十八年十一月に「事務規程」の一部が改正されて、学 

生部の学生課に入学試験係が設置され、学生募集や入学試験委員会に関すること、入学試験に関して総括し連絡調整すること、お 

よび入学者選考方法に関する調査や資料収集などの事務に当ることとなった。またこれと関連して四十九年六月に入学試験機構の 

大改革が行なわれた。従来、三学部長が毎年交代で担当していた入学試験委員会の委員長は学長となり、この委員会(常置)のもと 

に学部長と各教科責任者各一名から成る問題委員会(常置)および一月から三月の実施時期に実施委員会(委員長は学長、副委員長は 

学部長、総務担当は学生部長)を置き、後者のもとに実施機構本部があって、各学部事務部がこれに属する体制となった。五十年五 

月に学生部に「入学主幹」(課長待遇)が置かれ、入学試験係は学生課からはずされて入学主幹のもとに属することとなった。こう 

して大学行事としてきわめて重要な入学試験に関する本学の機構の整備と強化が行なわれたのである。 

 

大学設置基準の改訂と学部履修規程の改訂 

 

昭和三十七年に発表された国立大学協会の意見書『大学における一般教育について』は、戦後の大学教育における一般教育の意 

義を積極的に評価しつつも、大学教育の構成要素を一般教育・基礎教育・専門教育の三者から成るものとし、基礎教育科目の独自 

性を認めたうえで、一般教育本来の主旨を生かすため、「総合コース」というようなものを設けるのも一方法である、という考え方 

を出していた。三十八年一月の中央教育審議会の答申「大学教育の改善について」においても、このような考え方が取り入れられ、 

四十年三月に行なわれた大学基準等研究協議会の答申「大学設置基準等改善要綱」においては、さらに具体化された。四十三年か 

ら四十四年にかけて、東京大学その他多くの大学で紛争が起り、その原因のひとつとして一般教育に対する学生の不満があった。 

中央教育審議会は四十五年五月に「高等教育の改革に関する基本構想」について中間報告を行ない、そのなかに「教育課程の改善」 

が含まれていた。文部省は大学改革の手はじめとして一般教育改善の問題を取り上げ、同年八月末に大学設置基準の一部を改正す 

る省令が公布され、四十六年四月から施行された。これは三十一年に大学設置基準が文部省令として制定されて以来、一般教育に 

ついての 大の改革であった。これまでの基準では、大学は三系列それぞれ三科目以上、全体として十二科目以上の授業科目を開 

設し、学生は三系列それぞれ三科目以上、十二単位、合計九科目以上、三十六単位を履修することを義務づけられ、八単位に限っ 

て基礎教育科目の単位で振り替えることができたが、四十五年の改正で、この枠が大幅にゆるめられた。全体で三十六単位という 

大枠はこれまでどおりであるが、三系列それぞれ三科目以上という枠がはずされた。一般教育科目は人文・社会・自然の三分野に 

わたって開設されるが、その科目はひとつの学問分野のものでも、二つ以上の分野を総合したものでもよいこととなり、「総合科目」 

を設けることが認められたのである。そして単位数については、これまで一般教育科目は原則として各科目四単位となっていたが、 

その単位数は大学で自由に定めてよいこととなった。これまでは一科目四単位で、「哲学」「社会学」「物理学」「化学」などと既成 

の学問領域別に定められていたため、「高校の授業の繰り返し」とか「概論・概説ばかり」というような不満が学生のあいだにあっ 

たが、このような枠がはずされたため、「公害」「環境科学」「都市問題」「現代日本の社会と文化」「生と死」といったような学際的・ 

総合的なテーマで、八単位とか十二単位とかを与えることも、大学によっては可能となった。こうして本学においてかねてから実 



施されてきた「総合コース」が、「総合科目」として大学設置基準のうちに正式に規定されることとなったのである。 

またもうひとつ重要な改正点は、教育上必要な場合は一般教育全体の三十六単位のうち、十二単位までを外国語・基礎教育・専 

門科目に代えてもよいとされたことである。こうして一般教育は実質的に二十四単位まで減らしてもよいこととなった。しかし、 

これは一般教育軽視であり、新制大学発足当初に一般教育に対して期待された、民主社会におけるよき市民の育成に役立てるとい 

う理念ないし理想が曲げられるのではないかという批判も提起されたのである。 

本学の「学部履修規程」は二十七年に定められて以来大きな改訂は行なわれなかったが、以上の大学設置基準の改訂をうけて、 

四十五年度に大改正が行なわれ、四十六年四月一日から適用された。「学部履修規程」の第一条はこれまで「学科目を分けて一般教 

育科目・体育科目・専門科目及び教職教育科目とする」となっていたが、四十六年度からは「授業科目を分けて一般教育科目、基 

礎教育科目、外国語科目、保健体育科目及び専門教育科目とする。別に教育職員免許状取得のための教職教育科目をおく」と改め 

られた。また第二条は、これまで「一般教育科目は、各学部に共通で、人文科学・社会科学・自然科学の三系列に分けられる」と 

なっていたが、四十六年度からは「一般教育科目は、人文・社会・自然の三分野及び総合科目に分けられる」と改められた。さら 

に第三条で「基礎教育科目は、それぞれの学部の専攻の基礎となり、一般教育に関連のある授業科目であって、その細則は別に定 

める」と規定された。以上のようにして、基礎教育科目は一般教育に関連のある科目ではあるが、独立の授業科目であること、ま 

た総合科目の一般教育科目における位置が正式に規定されたのである。 

なお一般教育科目の単位数について、昭和四十六年度以降は、人文・社会・自然の三分野について、それぞれ八単位以上、全体 

として三十六単位以上、総合科目も全体としての三十六単位に算入することができる、と改められた。そして三分野八単位ずつ、 

計二十四単位以外の十二単位については、基礎教育科目、外国語科目、または専門教育科目の単位で代えることができるが、外国 

語科目および専門教育科目について代えることができるのは、それぞれ四単位までと定められた。このようにして、文教育学部に 

はほとんど関係のないことであったが、理学部の各学科と、家政学部のうち自然科学的知識を必要とする食物学科および被服学科 

の被服科学専攻において、それぞれの専門の基礎となる授業が強化されたのである。 

 

なお、昭和四十三年には簡易の、四十七年には、これを更新して 新の設備を備えた語学練習室(ＬＬ)が一般教育棟に開か 

れ、語学教育が効果的に進められるようになった。また、四十二年に小型の電子計算機が購入され、以降、何回か新機種に更 

新された。四十三年六月には「お茶の水女子大学電子計算機室使用内規」がつくられた。そのほか全学的なものとして、ラジ 

オアイソトープ実験室、教育内容研究システムなどが設けられたが、これらについての詳細は各説に譲りたい。 

 

外国人留学生 

 

前章で述べたように、本学では三十四年十一月に「外国人特別学生規程」を定め、外国人留学生については、履歴書・推薦書な 

どの書類審査、日本語の語学力を含む学力考査、面接による人物考査などの選考を経て、学生定員外として受け入れてきた。国際 

交流が盛んになるとともに、韓国・台湾・香港・フィリピン・ベトナム・タイ・シンガポールなど主として東アジア・東南アジア 

諸国から、国費留学生または私費留学生として、本学の学部学生や大学院生、研究生などになる者がしだいに増えてきた。本学で 

は四十九年三月から、一般教育科目のうちの「日本語・日本事情」を担当する専任教官が外国人留学生担当教官として、日本語教 

育を中心とする留学生の指導に当ることとなった。また同年六月に「外国人留学生顧問教官会議」が設けられ、この教官を議長と 

して外国人留学生の教育指導・厚生補導などの諸事項について審議し、学内の連絡調整を行なって、留学生の指導に万全を期する 

こととなった。 

なお、昭和五十年十二月の外国人留学生顧問教官会議で、従来の「外国人特別学生規程」を「外国人学生規程」と改め、入学出 

願手続きなど、その内容を整備し、「大学院外国人学生規程」にも若干の改正を加え、五十一年四月一日から適用することとした。 

また、国費外国人学生と私費外国人学生のそれぞれについて選考要領を定め、大学院外国人学生および聴講生、研究生の入学試験 

科目についても検討を加え、「私費外国人学生入学案内」を作成して、五十年度から適用した。 

 

女性文化資料館 



 

昭和四十二年一月、「お茶の水女子大学百年史準備委員会規程」が制定され、「お茶の水女子大学百年史の編集準備のため、お茶 

の水女子大学百年史準備委員会を設ける」(第一条)とされた。また同時に、「お茶の水女子大学資料室設置規程」もつくられ、本学 

に「お茶の水女子大学資料室」を置くこと(第一条)、「資料室は、本学の歴史及び学術研究に関する各種資料を収集し、これを整理 

保存して、利用に供するとともに、本学の歴史に関する理解を深め、もって本学および学術研究の発展に寄与する」(第二条)こと 

が定められた。資料室は当分のあいだ附属図書館内に置き、館長が室長を兼ねるとされた。この資料室の意図していたところは、 

五十年四月一日、本学附属の学内共同教育研究施設として女性文化資料館が開設され、継承された。女性文化資料館は、資料収集 

範囲を女性に関する資料一般に拡大し、調査研究も行ない、大学の機関としては、全国ではじめての女性研究のための資料館とし 

て発展している。 

 

第二節 大学院人間文化研究科(博士課程)の設置その他 

 

大学院設置基準の制定と大学院制度の整備 

 

前節で述べたように、大学基準協会が昭和二十四年四月に決定した大学院基準を、大学設置委員会が二十五年二月に大学院設置 

の基準として採択し、これを適用して、新制大学院の設置認可が行なわれてきた。四十九年六月になって、文部省は省令としての 

大学院設置基準を制定した。これは大学設置審議会が同年三月に提出した「大学院及び学位制度の改善について」の答申に基づい 

て行なわれたものであった。この答申では、高等教育の拡充と学問研究の高度化が要請され、優れた研究者と高度の専門的職業人 

の養成を図るため、大学院制度をさらに整備する必要があること、多様な要請に応じるため、大学院制度の弾力化と独自性の強化 

を図る必要があることが示されていた。 

この答申をうけて制定された大学院設置基準では、大学院の研究科を組織するに当って、これまでのような学部の組織と対応す 

る編成だけではなく、必ずしも学部との対応関係のないものを編成し得ることなど、従来の大学院基準とは異なる条項がさまざま 

な面で規定されていた。さらに大学院制度を整備するためには、法律の改正が必要であったので、昭和五十年三月以来国会で改正 

法案の審議が行なわれ、五十一年五月に「学校教育法の一部を改正する法律」が成立・公布され、六月一日から施行された。この 

法律改正およびこれに基づく大学院設置基準の改正により、後期三年だけの博士課程の設置が可能となったのである。そしてその 

入学資格は、修士の学位を有する者、または監督庁の定めるところによりこれと同等以上の学力がある者とされた。こうして改正 

された法律の 初の適用として、五十一年六月一日から本学の人間文化研究科と静岡大学の電子科学研究科が発足することとなっ 

たのである。 

この法律改正では、以上のほか、学部段階の組織を置かず、もっぱら大学院だけを置くものを大学とすることができるとし、い 

わゆる独立大学院ないし大学院大学の開設を可能としたこと、また学位については、これまで学校教育法において単に「博士その 

他の学位」と規定されていたが、修士の学位について明記したことなど、さまざまな面で大学院制度の整備が行なわれた。 

 

本学における人間文化研究科(博士課程)設置の趣旨 

 

ここ十数年来高等教育が著しく拡充され、科学技術が高度化してきたため、より高度の研究者を確保すること、また高等教育機 

関の教員を養成することが必要となっていた。さらにまた、いわゆる「生涯教育」が唱えられ、社会人に対する高度の再教育や現 

職教育も必要となってきた。これらの要請に応じるため、博士課程レベルの大学院の拡充が行なわれてきたが、とくに女子の特性 

を配慮した大学院博士課程の整備は、現状ではきわめて不十分であり、この点への対応が緊急の課題となっていた。そのためには、 

高度の研究者を目指す女性に対して、女性研究者の道を歩む者に伴いがちな既存の隘路を打開するとともに、新しい門戸を開いて、 

それぞれの条件に適応した高度の研究ができる機会と場を提供することが必要となった。この必要に応じるため、戦前から女子高 

等師範学校として、また戦後は国立女子大学として、研究と教育の長い歴史と伝統を持ち、修士課程開設後十年余りの実績を有す 

る本学において、新しい博士課程を設置することが適切であると見なされるようになった。 



新制大学院制度のもとでの「博士課程」開設の意向が多少とも具体的なかたちで出てくるのは、本学の場合、昭和四十四年頃か 

らである。それは、修士課程家政学研究科開設後六年目のことであった。この段階では、後期三年のみの独立した博士課程開設を 

可能にする法的措置は存在していなかった。五十一年の前述の法改正は、従来とはやや異なったかたちで、事態を一歩前進させる 

ことになった。この時点で本学は、従来の文教育・理・家政の三学部、人文科学・理学・家政学の三研究科(大学院修士課程)の枠 

を超えた、博士課程についての構想を全学的に検討しはじめた。 

こうして、以上のような社会的・学問的要請および大学院制度整備の状況を反映して、本学に設置される博士課程は次のような 

特色を持つものとなった。 

 

(一) 現行の修士課程とは別個の独立した後期三年のみの博士課程とする。 

(二) 現行の学部ならびに修士課程の枠を超えた新しい研究グループ(いわゆる大講座制)をもとにする専攻群によって、学際 

的・総合的な視点から研究・教育の体制を確立し、このような新しい方向の研究を志向する大学院生に対して研究の場を 

提供する。 

(三) 教育研究組織については、本学の現在の教員組織の全面的かつ積極的な結集をはかるとともに、必要に応じ、客員教授 

  制度や流動研究員制度を導入する。 

(四) 本学の修士課程修了者だけではなく、他大学の修士課程修了者および社会人に対しても門戸を開く。 

(五) 女性の特性を配慮して、在学年限の弾力化を図る。 

(六) 本学においてほぼ二十年の実績を持つ「総合コース」への全学的参加の経験を積極的に活かす。 

 

博士課程構想の検討と並行して、新しい学際的研究を志向する「比較文化研究会」が組織され、数年にわたり学際的・比較的な 

視野に立って文化と人間の問題にアプローチした。各教官がそれぞれの専門の基礎のうえに立って研究成果の一部を発表し、その 

専門外の教官とのあいだで活発な質疑・応答を行ない、その成果を『比較文化研究会報』として印刷に付した。このような実績の 

積み重ねと並行して、博士課程の構想の検討が行なわれたわけであるが、学部の垣を超えて共同研究や大学院構想の検討を行なう 

ことができたのは、本学が比較的小規模な大学として学部間の交流が平常から可能であったという特性を持っていたからであると 

いうこともできよう。 

 

人間文化研究科の専攻と講座の要旨 

 

以上のような趣旨と構想に基づいて開設された「人間文化研究科」は、女性研究者が専門諸分野の基盤に立つ高度の学際的総合 

研究を行なうに必要な創造的能力を育成し、専門分野について研究者として自立し得る能力と学識とを養成することを目的として 

いる。その「標準修業年限」は三年となっており、「比較文化学専攻」と「人間発達学専攻」の二専攻から成り、前者の入学定員は 

十五名、総定員は四十五名、後者の入学定員は十名、三十名、総定員は両者合せて入学定員二十五名、総定員七十五名であった、 

各専攻は、専門分野の粋を超えて有機的に組織されたいわゆる大講座(原則として教授四人以上。本学では博士講座と通称)によっ 

て構成されている。各専攻および講座の要旨を以下にあげる。 

 

(一) 比較文化学専攻 文化研究の諸領域、とくに哲学・史学・地理学・文学・言語・芸術の分野にわたる総合的比較的方法の 

基礎理論の確立を目指し、それに基づく日本文化構造の解明を行なう。この専攻に属する講座の名称とその要旨は次のとおりであ 

る。 

 

文化構造論 文化構造の基礎理論と比較の原理・原論の探求を行なうとともに、東洋文化と西洋文化それぞれの要素特質を究 

明して東西文化の対比対照的考察・交流・交渉関係の解明を行なう。具体的実証的東西比較研究と並行して文化一般の構造・ 

機能の本質に迫り、比較文化理論の樹立を目指す。 

日本文化論 日本文学を中心とする日本文化の歴史的・思想的・社会的展開を解明する。すなわち、まず文学を対象とする研 



究領域から、歴史・思想・社会・人間関係などの各研究領域を合せて時間的・空間的に、日本文化の基本の探求を指向する。 

言語文化論 言語を、語彙・文法・音声などの各部門において比較対照することによって、各国語の特質を明らかにするとと 

もに、その基底に横たわる普遍的なものを追及する。また、言語による文化――諸国語の文学を、その言語表現に留意しつつ 

比較対照し、あるいは、その相互影響の跡をたどって、より大きいパースペクティヴのなかでの文学理解を目指す。 

比較芸術論 芸術の諸分野における歴史的・地域的比較を行なうとともに、各分野相互の比較を、単に現象面のみならず、精 

神面・機能面からも有機的に行ない、芸術的創造ないし表現の本質を究明することを目的とする。 

比較社会構造論 日本を中心として、東洋・西洋の各地域における社会構造、その変動過程、あるいは諸社会の接触交流につ 

いて、歴史学・地理学・文化人類学など諸科学の視点から具体的にとらえるとともに、これを総合的に比較研究し、これに基 

づいて日本の社会構造および文化構造の基本的性格を解明する。 

 

(二) 人間発達学専攻 人間発達の諸過程についての実証的研究を基礎として、ライフ・サイクルの各段階における教育環境、 

制度、目標などの妥当性と可能性を探究し、生物学・心理学・教育学・社会学・文化人類学など諸分野の総合的寄与による人間の 

発達および教育に関する諸問題の解明を行なう。この専攻に属する講座の名称とその要旨は次のとおりである。 

 

発達基礎論 種としての人間の発達の特質を明らかにするために、個体発生・系統発生上の比較考察から出発して、胎児期よ 

り老年期に至るまでの発達過程、各発達段階の特性、発達要因などの解明を目指す。以上を達成するため、生物学的・心理学 

的・教育学的・社会学的総合研究を行ない、また、歴史的考察に立って人間的な発達目標の検討を進める。 

発達過程論 生涯にわたる人間発達の過程を、自然・集団・文化などの関連とともに、保育・教育・臨床などの実践のもとに 

研究を行なう。臨床的診断・治療・技法の研究を含む。 

発達環境論 人間発達と社会環境との関連を歴史的・地域的・国際的比較研究によって解明し、発達の各時期に対応する発達 

課題と教育課題を探究する。人間発達に影響を及ぼす意図的・制度的教育施設、内容および非制度的な教育機会について、全 

体的・体系的に研究し、発達の機会を保障していく理論と方法の確立を目指す。 

 

以上のような専攻と講座から成る人間文化研究科の研究と教育を担当するのは、その発足時において教授三十一名および助教授 

十二名の本学教官であり、ほかに客員教授二名を迎えることとなっている。各講座は、前述(四六八―七〇頁)のような博士課程設 

置の趣旨に基づいて、学部および修士課程における講座編成の粋を超えた、学際的・有機的な教官組織として構成されている。ま 

た各講座・専攻のあいだの関連も、同様に開放的・有機的なものとされている。したがって、学生に対する授業と研究指導も、こ 

のような構成の趣旨に基づいて計画され実施されるわけである。 

 

人間文化研究科の開設 

 

人間文化研究科は、昭和五十一年六月一日付で設置され、同日から十二日までの出願期間に四十五名の出願者があった(比較文化 

学専攻三十一名・人間発達学専攻十四名)。募集要項が発表されてから短時日であったが、予想を上回る数であった。本学の修士課 

程修了者だけではなく、他大学の修士課程修了者も数多く出願し、平均年齢も三十歳というように相当幅広い年齢層にわたってい 

た。「開かれた」大学院に対する期待が大きかったことを示している。出願者には修士論文(またはこれに代るもの。修士論文作成 

後の論文があればそれも含む)および研究計画書の提出が求められた。六月十八、十九日に筆記試験および口述試験による選考が行 

なわれた(受験者は四十四名)。筆記試験は論文および言語の二科目で、論文は出題された文章を要約するとともに、それについて 

自己の見解を述べさせたものであり、言語は英・独・仏・中国語および日本古典語(古文・日本漢文・古文書の三種のうちから二種 

目を試験場で選択)のうちから二科目をあらかじめ選択させた。こうして出願者がすでに修士論文で扱ったテーマをさらに発展させ 

深化させるだけではなく、人間文化研究科の趣旨である総合的・学際的視野に立って「新しい光」を当てながら研究を進展させる 

能力と意 



欲および適性を有しているかどうかという観点から、修士論文と研究計画書の審査、および上述の筆記試験、さらに前者に関連す 

る口述試験を行ない、しかも受験者が本学修士課程終了者の場合は、修士課程時代の指導教官を試験官から外すという厳正な採点 

方法により、あらゆる角度から審査した結果を総合的に判定して入学者を決定した。入学定員は前述のように二専攻合せて二十五 

名であったが、将来の就職問題も考慮に入れて厳選した結果、合格者は十三名(比較文化学専攻九名・人間発達学専攻四名)であっ 

た。 

六月二十九日にこの十三名の入学式が行なわれ、次いで研究指導について指導教官と新入学生の会合が数日にわたって行なわれ 

た。 

 

第三節 お茶の水女子大学の現状 

 

大学の現状 

 

以上、創立満百年に当る昭和五十(一九七五)年度までの本学とその前身についての主な事実を述べてきた。大学院人間文化研究 

科(博士課程)の設置は、一〇一年目に当る昭和五十一年以降のことであるが、これは本学の歴史上きわめて重要な事項であるので、 

これも付け加えた。本学の現状は以上述べたとおりであるが、これを四七五頁以下に図示する。 

 

学生・卒業生の現況 

 

最後に、昭和四十年代、最近十年ほどの本学学生およびその卒業後の状況などについて、概観しておこう。 

 (一)学部学生の状況 まず、学部学生について、志願者・合格者・入学者状況について年度ごとに整理すると、表Ⅴ・６のよう 

になる。表Ⅴ・７は、これを学部別に見た場合である。 

次に、これら学生の出身地(国)を最近四か年に限って調べてみると、表Ⅴ・８のとおりになる。 

学部卒業後の進路について年度別に見ると、その概況は表Ⅴ・９のようになり、これを最近四か年に限って学部別に見ると、表 

Ⅴ・１０のようになる。また、昭和五十七年三月段階での各年度卒業生の既婚・来婚、有職・無職状況を調べてみると、その概況 

は表Ⅴ・１１のとおりである。これを学部別に整理すると表Ⅴ・１２のようになる。 

 (二)大学院学生の状況 次に、大学院修士課程の学生の場合について調べてみよう。まず、志願者・合格者・入学者状況は、表Ⅴ 

１３のとおりである。これを研究科別に見ると表Ⅴ・１４のようになる。 

これら大学院学生の出身大学を研究科別に調べてみると、表Ⅴ・１5 のとおりである。 

本学修士課程卒業者数および卒業後の進路を整理すると、表Ⅴ・１６のようになり、研究科別に整理すると表Ⅴ・１７のように 

なる。また、修士課程卒業者の有職・無職率、結婚率を昭和五十六年五月段階で調査した記録によれば、表Ⅴ・１８のようになり、 

これを研究科別に整理し直してみると表Ⅴ・１９のようになる。 

 

百年の歴史を顧みて 

 

明治八(一八七五)年の東京女子師範学校の開校から満百年を経た昭和五十(一九七五)年の菊薫る頃、十一月二十九日の開校記念日 

の寒さを避け、十一月一日に繰り上げて、創立百周年記念式典が簡素なうちにも充実した内容で挙行された。 

この式典の出席者は、講堂一階に来賓(東京近辺の諸大学学長など)五十名・旧教職員六十名・永年勤続被表彰者三十六名・ 

桜蔭会員四百名・現教職員七十名・学生一二〇名、二階に附属高等学校・中学校・小学校の生徒各百名、計約千名であった。 

十時三十分から徽音堂で始まった式典は、まず奏楽、次いで学長式辞(谷田閲次学長)、文部大臣祝辞(文部事務次官代読)、来賓 

祝辞(曾沢太吉奈良女子大学長)、卒業生総代祝辞(松元文子桜蔭会常任理事)があり、そのあと創立百周年を記念して募集され当 

選した学生歌の発表と永年勤続者の表彰があり、最後に校歌を斉唱して式を閉じた。続いて十一時五十分から約四十分にわた 

りスライドによる「お茶の水女子大学の百年」の映写と解説があり、十二時三十分頃徽音堂における行事を終了した。 



徽音堂における式典などの終了後、午後一時から二時まで大学体育館で祝賀会が開かれた。またこれらと並行して、家政学部会 

議室において本学百年の歴史関係資料の展示が行なわれた。この展示は式典の前日および当日に公開され、百年の変遷を示す絵画・ 

写真・書籍・記念物・年表・統計表など興味深いものが多く、夕刻まで多くの入場者でにぎわった。 

式典と祝賀会は終り、いまその歴史が語られる。その百年の歩みを顧みると、道は必ずしも平坦ではなかったことに思いを馳せ 

ざるを得ない。百年の歩みは、本学の拡大と発展の歴史であったと同時に、他方では、戦前戦後数度にわたる他校との合併などの 

動きとのたたかいの歴史でもあった。そこで繰り返し問われてきたものは、国立の女子だけの学校の存在意義であったといってよ 

い。存廃の分岐点を越えて、いま本学は、創立二百年に向けての歴史をきざみ続ける。 

世界にも類例の少ない国立の女子だけの大学の、今後きたるべき時代における任務はなにか。この問いに答えることは難しく、 

その模範になるものはどこにもない。しかし考えてみれば、未来に向けての模範を持たず、みずからの内部からこれをつかみとる 

しかないのは、ひとり本学だけが置かれている状況ではなく、その歩みを共にしてきた全国各地の大学と諸学校に共通するところ 

である。この現状をはっきりと認識して、その歴史的課題をたえずみずからに問いかけ、この問いに答える努力を積み重ねていか 

なければならない。それが、今日に至るまで本学を育ててきた先達と先学のいい知れぬ労苦と、これを支えた無数の匿名の人びと 

の願いに報いる道であろう。 

 

各 説 

 

第一章 文教育学部 

 

第一節 総記 

 

旧制時代の文科 

 

総説で述べたように、明治三十年十月の文部省令「女子高等師範学校規程」により、本校の本科を文科と理科の二科に分け、三 

十一年四月からこれを実施した。これが本学文教育学部の前身ともいうべき東京女子高等師範学校文科のはじまりである。 

当時の文科の学科目は倫理・教育学・国語・漢文・外国語・歴史・地理・家事・体操で、随意科目は習字・図画・音楽であった。 

また第四学年の二学期に毎週およそ十二時間、三学期は全部、附属学校や幼稚園で実地練習に従事させることとなっていた。生徒 

の入学定員ははじめ二十五名であったが、その後逐年増加している。 

明治三十一年一月に研究科が設置されたが、これは、本校卒業生でなお深く本校所設の学科を研究しようとする者、またはこれ 

と同等の学力を有する者で、師範学校女子部、高等女学校またはこれに等しい程度の各種学校の教員となる目的で、教育学および 

教授法などを研究しようとする者のために設けたもので、在学期限は二年以下であった。 

明治三十二年六月には、国語専修科および地理歴史専修科の規則が定められ、三十三年一月、国語専修科生徒四十名の入学を許 

可して授業を開始し、同年九月には地理歴史専修科の授業を開始した。これは、この頃女子中等教育の急速な発展に伴って、教員 

の需要が激増し、一学科を専修する教員を短期間に養成することが急務となったからである。同年六月に国語専修科の名称は国語 

漢文専修科と改められた。三十三年度の生徒数を見ると、以前からの本科四十四人、文科八十二人、国語漢文専修科四十人、地理 

歴史専修科三十四人である。三十四年五月に国語漢文専修科の学科目に習字を加え、三十五年一月に地理歴史専修科の修業年限を 

二年に延長し(それまでは五学期すなわち一年七か月)、学科目に英語を加えた。同年三月には文科としての第一回卒業生が出た。 

明治三十六年一月に国語体操専修科が設置され、四月から授業を開始した。これは体操科女教師欠乏の急を救うために設けられ 

たものであったが、国語を合せ課したのは、体操科だけでは採用されがたかったからである。三十六年十月の規則改正では、文科 

の学科目から家事科と習字科を除いて、専門科目を強化することとした。また音楽科を必須科目とし、実地練習(のちの教育実習) 

の期限を一学期から二学期に延長した。 

明治三十九年四月には本校内に第六臨時教員養成所英語科が設置され(四十二年三月廃止)、十月には地理歴史専修科の修業年限 

が三年に延長された。四十三年十一月の規則改正では、文・理・技芸各科がいずれも二部に分けられた。文科第一部と第二部の 



相違は、第一部の学科目から地理を除いたのに対し、第二部のそれに地理を加え、第一部の国語と漢文を第二部では「国語及漢文」 

として一科目にまとめた点にあった。そして生徒の総定員を三百名から四五〇名に増加したが、四十四年度文科第一学年の生徒数 

は第一部二十二名、第二部十五名であった。しかし文科と理科の二部制は大正三年の規則改正で廃止され、これに代って選修学科 

目が設けられた。文科の場合には、外国史または地理のいずれかを選修できるようにした。八年四月の規則改正ではこの選修制が 

強化され、第三学年三学期から第四学年一・二学期に選修学科目を設けて、毎週六時間をこれに当てた。文科では修身・教育・国 

語・漢文・歴史・地理・外国語・音楽のうち一科目を選修させ、生徒の長所に応じて学力を伸ばさせることとした。昭和四年、十 

三年、十八年の規則改正で、この選修制がさらに明確に規定された(二〇五―九頁参照)。このようにして東京女子高等師範学校の 

時代においてすでに選修制という形で文科の内部がしだいに専門化され、その末期においては、国語漢文選修および歴史地理選修 

に分けられ、生徒は第三学年以後それぞれの選修に属することとなっていたのである。 

なお文科の管理組織としては、明治四十三年から文科主任、大正元年から各学科目主任が置かれることとなった。 

 

お茶の水女子大学文教育学部 

 

昭和二十四年五月三十一日に公布された国立学校設置法により、六十九の新制国立大学のひとつとしてお茶の水女子大学が設置 

され、その当初の二学部のひとつとして文学部が設けられた。二十三年七月末に文部省に提出された申請書では、文・教育・理・ 

家政の四学部から成る案が提示されていたが、大学設置委員会の意向により文学部と理家政学部の二学部に縮小されたことは、総 

説に述べたとおりである。このうち理家政学部は二十五年度から理学部と家政学部の二学部に分けられた。 

国立新制大学設立に当っては、「なるべく経費の膨脹を防ぐ」ため、既設の学科の基礎のうえに学部および学科を編成する方針が 

あったため、本学学部の学科構成も、東京女子高等師範学校文科の教官組織を基盤とし、これに若干手直しを加えてつくられたも 

のとなった。昭和二十四年に発足した当初の文学部は、哲学・史学・地理学・文学・教育学の五学科によって構成され、文学科は 

国文学国語学・中国文学・英文学英語学の三専攻、教育学科は教育学・体育学の二専攻から成っていた。そして、学生は入学当初 

からこれらの学科・専攻に所属し、第一・二学年のあいだは、一般教育科目とともに若干の専門科目を修得することとなった。 

大学発足後間もない昭和二十四年八月から、本学の企画委員会は、教育学部と家政学部の独立の問題について審議し、教育学部 

については、教育学・体育学・音楽教育学の三学科から成る案をつくった。ところが一挙に四学部とすることが難しくなり、二十 

五年一月に企画委員会は文教育・理・家政の三学部案を了承した。同年三月三十一日に国立学校設置法の一部改正が公布され、本 

学は文教育・理・家政の三学部構成となった。こうして教育学部の独立は実現しなかったが、文学部は文教育学部となり、また同 

年四月一日付で教育学科に音楽教育学専攻が増設された。なお新制大学発足後も東京女子高等師範学校の生徒は多数在校しており、 

同校はお茶の水女子大学に包括されて存続していたが、二十七年三月に最後の生徒が卒業するとともに廃止された。同校の附属校 

園は二十七年四月から五十五年三月まで本学文教育学部附属となった。 

以上のようにして成立した文教育学部の各学科・専攻の学生入学定員および講座名などについては、総説および以下の各学科史 

に述べてある。 

 

大学院人文科学研究科(修士課程) 

 

お茶の水女子大学発足後間もない頃から大学院設置の計画が立てられ、昭和二十七年には文化科学研究科と自然科学研究科から 

成る「大学院設置案」が作成された(三八六、四四七―八頁)。しかし当時は旧制大学の系統を引く国立新制大学以外の国立大学で 

大学院を設置することは難しい状況であったので、二十八年にまず「専攻生」の制度が設けられた。文教育学部ではこの年四月に 

二名の専攻生がはじめて入学を許可された。これは「専攻生」の制度で、まだ「専攻科」ではなかったが、二十九年度にまず家政 

学部に専攻科が設置され、三十年度には文教育学部に専攻科が設けられて、七月に十九名の専攻科学生が入学を許可された。 

大学院(修士課程)は昭和三十八年度にまず家政学研究科、次いで三十九年度に理学研究科が設置され、人文科学研究科が設置さ 

れたのは四十一年度であった。これらの設置実現のためには、本学教職員とともに同窓会である桜蔭会の人びとが大いに尽力した。 

人文科学研究科の詳細については以下の各学科史を参照されたい。人文科学研究科の入学定員は発足以来幾変遷し、四十八年度か 



ら計六十四名、総定員は一二八名となった。その後、昭和五十一年には人間文化研究科(博士課程)も開設され、より深く学問研究 

をする道が開かれた。 

お茶の水女子大学では、発足以来前述のように一応講座制を採用していたが、実質的には学科目制であった。大学院人文科学研 

究科(修士課程)の設置とともに名実ともに講座制となり、各講座の研究費も増額された。 

昭和二十四年度に文学部、二十五年度に文教育学部が発足してから、史学科、地理学科、および文学科国文学国語学専攻の研究 

室や教室は、旧東京女子高等師範学校の本館(新制大学発足後の大学本館、現在の家政学部本館)にあった。しかし当時は建物を新 

築できる状況ではなかったので、他の研究室は附属学校校舎の一部などに分散して設けられた。哲学科と文学科英文学英語学専攻 

の研究室は附属高等学校校舎の一部に、文学科中国文学専攻の研究室は別館(はじめ三年間は本館)に、独・仏語もまた別館にあっ 

た。教育学科教育学専攻の研究室は、はじめ附属小学校校舎の一部に、四十年度以降は附属中学校の旧校舎の一部に、教育学科体 

育学専攻の研究室は、はじめ旧体育館(現在の理学部本館西翼のところにあった)と別館に、四十二年度以降は大学本館と附属中学 

校の旧校舎の一部に、音楽教育学専攻の研究室は本館三階に、それぞれ分散して存在していた。三十四年十二月に木造二階建の音 

楽練習室が竣工したのち、音楽教育学専攻の研究室はそこに移転した。四十二年三月に理学部本館が竣工してのち、哲学科と教育 

学科体育学専攻二部)の研究室は大学本館に移転した。さらに、四十七年春に現在の南門に近い八階建の文教育学部本館の新築が落 

成して、同年六月に、音楽教育学専攻を除く各学科・専攻の研究室はすべてこの新館に移転した。これまでは各教官に必ずしも個 

室があるわけではなく、狭隘でしかも分散していたため、学部全体として不便であったが、文教育学部本館が完成してからは、学 

部長室、事務室、会議室などが整えられ、各教官に個室が与えられ、また各学科・専攻の会議室、助手室、図書室、学生控室、大 

学院生の研究室などのほかに教室や演習室も整えられて、面目を一新した。 

昭和二十四年十一月三十日付で文学部長、が発令され、二十五年四月一日から文教育学部長となったが、歴代学部長の氏名、出 

身学科(専攻)、在任期間は次のとおりである。 

氏名   出身学科(専攻)  在任期間  

飯本信之  地理      昭和二十四年十一月―二十六年七月 

石川 謙  教育(教育)    〃 二十六年七月―三十年一月 

藤田健治  哲学       〃 三十年一月―三十一年十二月 

波多野完治 教育(教育)     〃 三十二年一月―三十三年十二月 

鍋島能弘  文学(英文)     〃 三十四年一月―三十五年十一月 

中村一良  史学       〃 三十五年十一月―三十七年十月 

藤田健治  哲学       〃 三十七年十一月―三十九年十月 

井本農一  文学(国文)     〃 三十九年十一月―四十年十月 

渡辺 光    地理       〃  四十年十月―四十二年九月 

井上 茂    哲学       〃  四十二年十月―四十四年九月 

市古宙三   史学       〃  四十四年十月―四十六年九月 

木原研三   文学(英文)    〃  四十六年十月―四十七年十月 

和田久徳  史学       〃  四十七年十月―四十九年九月 

河野重男  教育(教育)     〃  四十九年十月―五十一年九月 

大学発足当初は、事務は各学部を一括した教務課でとっていたが、その時代の役職員は次のとおりである。 

教務課長 林謙二、広中益次郎 

庶務係長 松谷金松 

教務係長 林謙二(兼職)、三輪誠 

昭和二十八年五月一日の事務機構の編成がえ以降は、各学部事務部に分かれた。文教育学部事務部の歴代の役職員は次のとおり 

である。 

文教育学部事務長 広中益次郎、飯村大吉(事務取扱)、小池芙蓉、広中益次郎、村上不三男 

学務係長 松谷金松、礒崎昭男、筑井克己、高田保男 



附属学校係長 稲枝豊彦、佐藤悦 

 

第二節 哲学科 

 

「修身」「倫理」から「哲学科」へ 

 

明治八年創立の東京女子師範学校の七学科目のうちに、「修身学」があって、その後修学年限や学科目の変更があっても、また高 

等師範学校女子部時代や女子高等師範学校時代を通じて、「修身」ないし「修身学」(明治三十二年に「倫理」と改称)は必須科目と 

して存続した。その担当教官には秋山四郎(明治十四年頃)、南摩綱紀(明治二十九年頃)、中島力造(同年頃、ただし心理学)、安井て 

つ(同年頃、ただし小学校訓導)、佐方鎮(明治三十五年頃)、吉田熊次(大正元年頃)、土屋幸正(大正五年頃)、補永茂助(大正十三年頃)、 

下田次郎(昭和八年頃)、水野敏雄(昭和九年頃)らの名をあげることができる。水野のあとを講師関屋光彦が担当していた「倫理」を、 

昭和十八年から勝部真長が引き継いだ。 

女子高等師範学校の時代には、全生徒が教員となり教壇に立つ関係から、「修身」の科目は教員免許に必須であり、文・理・家事 

科の全員が聴講しなければならなかった。そして勝部の担当した昭和十八年から二十四年にかけては、単に「倫理」のみでなく、 

「哲学概説」「国家論」などの講義も並行して行なわれ、講師には佐藤信衞、西川知雄が委嘱された。また「法制・経済」は専任の 

山崎犀二が担当し、その後「憲法」を井上茂が担当した。 

昭和二十四年、新制大学の発足に当っては、これらの講義・科目の教員組織が母胎となって「哲学科」の構想が生れ、僅少の図 

書と貧弱な設備とに耐えながら発足したのであった。 

 

哲学科の創設 

 

旧制の時代には哲学関係の専任のポストとしては修身があるのみで、哲学・倫理の講義をした。昭和二十四年にお茶の水女子大 

学が発足し、文学部(二十五年より文教育学部)に哲学科が創設され、「哲学・倫理学」の講座が設けられた。勝部真長助教授(三十四 

年教授)が哲学科主任として創設の立案・実施に当り、哲学担当教官としては東京女子高等師範学校卒業後東京文理科大学で哲学を 

専攻した藤川富士子が専任講師として二十四年に迎えられた(三十三年助教授、五十年教授)。さらに哲学担当教授として藤田健治 

が同年に迎えられ、哲学科は一講座、教授・助教授・専任講師各一名で発足した。その後、三十六年に二講座(第一講座哲学、第二 

講座倫理学)となるに及び、倫理学講座の専任講師として三十八年に尾田幸雄(四十一年助教授、五十一年教授)が加わった。そのほ 

か東京大学などから多くの専門家が非常勤講師として委嘱された。 

哲学科の毎学年入学学生定員は、はじめ十名で、そのなかには東京女子高等師範学校末期の生徒から移行した者も含まれていた。 

旧制の時代には文科のなかにも哲学や倫理の専攻学生という者はなく、まったくの新設学科であったため、書物も乏しかった。「修 

身」「倫理」の教官は、東京女子高等師範学校本館三階左奥の教育学研究室に同居し、教育学・心理学・美学・服飾史の教官と机を 

並べていたが、哲学科の創設に際しては、附属高等学校校舎の三階に数教室を借り受けて研究室を仮設した。しかし、学生数の少 

ないせいもあって、教官と学生のあいだの交流はスムーズに行なわれ、家族的な雰囲気であった。 

 

学生の教育・研究 

 

哲学科創設の当初は、論理学、倫理学概論、美学、哲学通論各四単位ずつ、西洋哲学史八単位に東洋哲学史、西洋・日本各倫理 

思想史それぞれ四単位、および卒業論文八単位を加えて四十四単位が必修とされた。また哲学・倫理・美学の三群から特殊講義四 

単位、演習二単位、史的演習二単位の計八単位を選択履修することになっていた。さらに関連科目として外国語八単位が必修、自 

由選択科目二十四単位を加えて、専門科目の単位数は計八十四単位であった。昭和三十二年には選択科目として三群のおのおのに 

特殊講義四単位が加えられ、選択の幅が広げられた。三十七年には必修として現代哲学四単位が加えられた。 

 



哲学科の発展 

 

昭和四十一年度から大学院人文科学研究科(修士課程)が設置され、四十一年度に哲学科は第一講座哲学・第二講座倫理学・第三 

講座社会哲学の三講座となり、翌年度美学が加わって四講座制となった、学部学生の毎年度入学定員は四十二年度から二十名に増 

員され、修士課程の哲学専攻学生一年当りの入学定員は、はじめ四名、四十四年度に六名、四十七年度に八名となった。修士課程 

の授業科目としては、哲学・倫理学・美学それぞれ特論Ⅰ・Ⅱ、演習Ⅰ・Ⅱ各四単位と社会哲学特論・社会哲学演習各四単位およ 

び特別研究十四単位(四十八年より八単位)が設けられた。大学院には本学学部卒業者のほか、東京女子大学、津田塾大学.果稲田大 

学、学習院大学、聖心女子大学、中央大学、茨城大学など、さまざまな大学の出身者が筆記ならびに口述試験を経て入学した。修 

士論文の審査に合格して文学修士の学位を取得した者(哲学専攻)は、四十三年三名、四十四年四名、四十五年一名、四十六年三名、 

四十七年五名、四十八年四名、四十九年四名、五十年五名である。 

大学院の設置と前後して哲学科教官の陣容にも大きな変化が見られた。藤田健治が昭和四十年に学長に就任したあと、四十一年 

に九州大学から副島民雄が教授として招かれ、同年度に社会哲学の講座が増設されるに及び、教授として井上茂、助教授として園 

田恭一が哲学科へ迎えられた。さらに四十二年度に美学講座が増設されて、柳宗玄が東京 

 



芸術大学から教授として招かれ、また四十三年に副島の退官に伴い、茅野良男が北海道大学から教授として迎えられた。哲学講座 

では同年に藤川富士子が一般教育担当となり、四十四年に柏原啓一が埼玉大学から助教授として招かれた。昭和四十八年には社会 

哲学の助教授として宮島喬が迎えられ、五十年に美学担当の助教授として坂本満(四十八年から東京国立文化財研究所研究官と併任、 

五十三年教授)が招かれた。哲学講座では四十九年に茅野が大阪大学へ転出したため、聖心女子大学から広瀬京一郎が教授として迎 

えられ、また四十八年に東北大学へ転じた柏原の後任として五十年に土屋賢二専任講師(五十四年助教授)が招かれた。 

昭和五十一年度以降には、高木きよ子、熊谷直男、高島元洋、江原由美子が、新たに本学科の専任教官として着任した。また広 

瀬京一郎が逝去し、勝部真長、藤川富士子、柳宗玄、井上茂が退官した。 

その間、哲学科の研究室は昭和四十二年に、附属高等学校三階から家政学部本館二階正面に移転したが、四十七年六月には現在 

の文教育学部本館へ移り、図書室、助手室、講師室、学生控室、大学院生室、教官個室などが整備された。 

なお哲学科創設以来の助手は次のとおりである。 

〔辻〕(旧姓山本)輝枝、森本(横田)啓子、宮田裕子、池田(菊井)公子、市川(野田)恭子、大河内(滝口)絢子、野崎(和久本)衣枝、伊 

藤(石山)美智子、高橋貞子、河上(梅月)睦子、岸本雅美、坂本(野口)百合子、久保田(横山)啓子、羽入(宮崎)佐和子。 

 

学生の教育・研究のその後 

 

大学院設置に伴い、講座数も増し、カリキュラムは大幅に改訂された。四十二年には哲学・倫理学・美学・社会哲学それぞれの 

概論四単位ずつと、論理学四単位、卒業論文八単位を加えて、計二十八単位が必修とされ、また選択必修として、各群(哲学・倫理 

学・美学・社会哲学)について十六単位が指定された。内容は、哲学と倫理学については特殊講義Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ各四単位、演習二単位、 

史的演習二単位であり、美学はそのうち特殊講義Ⅲを欠き、社会哲学は社会学特講四単位、社会思想史四単位、社会学演習二単位 

から出発した。自由選択科目は十二単位増して三十二単位となった。四十四年からは明瞭に専攻が分かれ、また必修(各専攻共通) 

から論理学が除かれて二十四単位となった。選択必修および選択は各専攻により多少の相違があるが、哲学専攻では、選択必修科 

目は西洋古代中世哲学史・同近代哲学史各四単位および哲学特殊講義Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ(各四単位)のうち二科目、哲学講義演習Ⅰ・Ⅱ・ 

Ⅲ・Ⅳ(各四単位)のうち三科目で、計二十八単位となり、選択科目は倫理思想史、美術史、社会思想史、ギリシア語、ラテン語(各 

四単位)で、このなかから八単位が選択されることになった。倫理学専攻では、選択必修科目は東洋・西洋・日本それぞれの倫理思 

想史各四単位および倫理学特殊講義Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ(各四単位)のうち二科目と倫理学講義演習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ(各四単位)のうち二科目で、計 

二十八単位であり、選択科目は哲学専攻に準ずるが、倫理思想史に代って西洋哲学史が入る。このように選択必修科目および選択 

科目の単位数が大幅に増したため、自由選択科目は減少して十六単位となった。このことは他の専攻についても同様である。伝統 

的に比較的優秀で真面目な学生が集まり、卒業論文にはかなり高い水準のものもあった。 

本学に大学院が設置される前には、東京大学や東京教育大学などの哲学・倫理学関係の大学院に進学する者、ヨーロッパやアメ 

リカに留学する者もあって、少数ながら大学で教職に就いている者もいる。中学校や高等学校の教職に就く者も毎年何人かいるが、 

一般の会社・銀行・出版放送関係に就職する者が多い。 

 

教官の研究活動 

 

哲学講座の藤田健治は、十九世紀後半から現代の哲学(主としてドイツ)を専門領域とし、多くの論文を発表したが、それらは『近 

代哲学原理の崩壊と再建』(昭和三十二年)、『現代哲学の系譜』(昭和三十六年)、『歴史的世界と人間存在』(昭和三十九年)などの著 

書に収められ、ほかに「哲学的人間学――その基礎概念と体系的基礎付けについて」(昭和四十六年)などの論文がある。その間、「十 

九世紀後半の欧州哲学思想史の研究」により文学博士の学位を授与されたが(昭和三十六年)、また何回かヨーロッパへ出張し、国 

際的にも活動した。なおヘーゲル『哲学史』(昭和二十八―三十二年)など翻訳書もいくつかある。藤川富士子はカント哲学を専門 

とし、「カント哲学における判断力の意義」(昭和二十八年)、「カント哲学に於ける『時間』」(昭和四十四年)、「カントとその継承者」 

(昭和四十六年)、「カントの実践哲学における『時間』」(昭和四十九年)などの論文を発表した。藤田の後任の副島民雄は古代哲学と 

くにプラトン哲学を専門とし、著書として『プラトン哲学序説』(昭和三十年)、『プラトン哲学研究』(昭和四十年)があり、そのほ 



か多くの論文・訳書がある。副島の後任であった茅野良男は、ドイツ観念論から現代の実存哲学に至る幅広い研究領域を持ち、『哲 

学的人間学』(昭和四十四年)、『初期ハイデッガーの哲学形成』(昭和四十七年)などの著書のほか数多くの論文を発表し、そのうち 

ドイツ観念論に関するものは『ドイツ観念論の研究』(昭和五十年)にまとめられている。柏原啓一は、近代キリスト教神学および 

実存哲学を専門領域とし、「デカルトの懐疑とキェルケゴールの懐疑」(昭和四十四年)、「生命道――キリスト教における『道』に 

ついて」(昭和四十五年)、「非神話化と世俗化――人間存在の終末論的構造に関して」(昭和四十六年)、「実存の終末論性」(昭和四 

十八年)など多くの論文を発表した。芽野の後任である広瀬京一郎は、中世哲学およびフランス近代哲学を専門領域とし、『サルト 

ルとマルセル』(昭和四十五年)、『西洋倫理思想史』(昭和四十七年)などの著書のほか、「デカルトの永遠真理説について」(昭和三 

十一―三十二年)、「実存と愛――G・マルセル」(昭和四十年)、『中世末期の倫理思想』(昭和四十三年)など多くの論文がある。柏原 

の後任である土屋賢二は古代哲学とくにアリストテレス哲学を専門とし、「アリストテレスの時間論」(Ⅰ・Ⅱ、昭和四十七・四十 

九年)、「ハイデッガーのアリストテレス解釈」(昭和四十九年)などの論文がある。 

倫理学講座の勝部真長は日本思想史を専門とし、『道徳と生活指導』(昭和四十三年)、『和論語の研究』(昭和四十五年)などの著書 

のほかに、「石門心学史論」(昭和十七年)、「日本思想の構造」(昭和四十四年)、「天皇制の本質と価値」(昭和四十五年)など多くの論 

文を発表した。また国際会議への出席などのためヨーロッパへも出張し、国際的に活動した。とりわけ道徳教育の諸問題について 

は多くの研究成果をあげ、その発展に貢献した。尾田幸雄は西洋倫理学とくにカントの倫理学を専門とし、著書として『倫理学』(昭 

和四十八年)があり、そのほか「カントの世界理念と社会哲学」(昭和四十三年)、「人格と社会の接点」(昭和四十四年)、「カントに 

おける神の存在証明」(昭和四十七年)など多くの論文を発表し、訳書としてカントの『徳論の形而上学的基礎論』(昭和四十四年) 

がある。 

社会哲学講座は、昭和四十一年度に設置・発足した。すでにこれに先立って、社会科学科の新設が構想され、文教育学部教授会 

でも了承されており、これが実現されるまでを目途として、学部共通科目として法学・政治学・経済学・社会学などが設けられ、 

法学を教授の井上茂、経済学を非常勤講師の安藤良雄、社会学を専任講師の大橋幸、のちに同じく園田恭一が担当していた。これ 

が大学院人文科学研究科設置(昭和四十一年)の際に、哲学科充実のために社会哲学講座として一部実現されたもとである。 

この時、教授として井上茂、助教授として園田恭一が同講座を担当することになった。井上は、その専門の法哲学において数々 

の業績をあげ、現代法に関しても研究を発表している。著書としては、『司法権の理論』(昭和三十六年)、『自然法の機能』(昭和三 

十六年)、『法規範の分析』(全三巻、昭和四十一年)、『法秩序の構造』(昭和四十八年)などがある。園田恭一は社会学を専門とし、 

農村、地域社会の実証的研究に業績があったが、四十四年に東京大学に転任となった。後任に助教授として島津秀郷が早稲田大学 

から来任したが、病気のため一年で去り、その後、四十八年に助教授の宮島喬が迎えられた。宮島も社会学を専門とするが、とく 

にフランスの社会学・社会思想を専攻し、論文に「フランスの社会学と心理学における人間の問題」(昭和四十一年)、「社会学的実 

証主義の思想構造」(昭和四十六年)、訳書にＥ・デュルケム『自殺論』(昭和四十三年)などがある。 

講義や学生の指導においては、井上は社会哲学概論を担当するほか、法哲学、法思想、政治思想などに関連した特殊講義や演習 

で学生指導に当り、宮島は社会思想史を担当し、社会科学の方法や社会思想に関する特殊講義および演習を行なっている。 

美学講座は昭和四十二年度に開設されたが、担当教授の選考が遅れ、この年度の講義は、美学概論を非常勤講師杉野正、美学特 

殊講義を家政学部教授の谷田閲次が受け持った。四十三年に教授として柳宗玄が着任し、四十三年度より柳のもとに美学講座の講 

義が組織的に行なわれることとなった。一般教育科目の美学・美術史は柳が担当した(これは一年ごとに西洋関係と東洋関係を交互 

に行なうことにし、前者を柳教授、後者を非常勤講師町田甲一が担当することになった。なおこの講義は四十六年度よりこれを芸 

術学としてまとめ、通年の講義にすることにした)。学科の講義としては、東洋美術史の講義を町田甲一に委嘱、以後一年おきに西 

洋美術史と交互の講義とした。ほかに、美学・美術史の特論と演習を柳宗玄が担当し、美学概論は杉野正に委嘱した。なお、学年 

末には柳が学生約十名を引率して古社寺などの研修旅行を行なった。また四十六年より、毎年七月および十月の休日を利用して読 

書会を行なうことにした。場所は原則として志賀高原の本学の施設を利用し、参加者は毎回十名ないし十五名であった。以後、こ 

の旅行と読書会は例年の慣習となった。 

昭和四十五年の夏、柳宗玄は東京芸術大学オリエント中世遺跡調査団に副団長として参加した。翌四十六年に柳は著書『西洋の 

誕生』を公刊し、四十七年に『ロマネスク美術』(毎日新聞出版文化賞を受賞)と『ルオー』、四十九年に『初期ヨーロッパ美術』、 

五十年には『イコン』および『東方キリスト教美術』を公刊した。また、坂本満は四十八年、グラナダにおける国際美術史学会に 



出張、「南蛮美術」について研究を発表し、五十年に吉川逸治・ジャン＝アデマールとの共編著『版画大系』(全十巻)を完結した。 

講義については、昭和四十七年度に林良一非常勤講師にイラン関係の講義を委嘱、四十九年度より水野敬三郎非常勤講師に日本 

彫刻史を委嘱した。五十年度には水野のほかに浜田隆非常勤講師に仏教絵画の講義を委嘱、四十九年度より美学関係の講義を従来 

の杉野正に代って柳宗玄が担当することになった。 

 

第三節 史学科 

 

旧制の時代 

 

女子中等教員養成機関として広く諸科目を教授した旧制の時代に、専門学科としての史学科が存在しなかったことはいうまでも 

ない。明治三十一年に文・理二科が設けられ、文科の学科課程のなかには、本邦歴史・東洋歴史・西洋歴史が含まれていた。この 

時代にこれらの科目の教授を担当した諸教官のうちには、それぞれの専門において優れた業績をあげた者も少なくない。明治二十 

二年に帝国大学文科大学を卒業して間もない三上参次は、二十五年から同大学助教授兼女子高等師範学校教授として本校に教鞭を 

とり、本邦歴史・英語・文学史を教えたが、ほどなく同大学専任となり、国史学界の泰斗となった。明治三十年に教諭、次いで教 

授として本校に奉職した下村三四吉は、昭和七年に退官後も講師として、四十年の長きにわたって日本史の教授に専念した。東洋 

史は、明治三十六年から大正九年まで荻野仲三郎が教授として、次いで大正十一年まで講師としてその授業を担当した。『東洋史概 

説』(昭和五年)の著書で有名な松井等が引き続き昭和十二年まで講師として東洋史の講義を担当したが、その中国現代史の講義は 

とくに学生の興味を引いたようである。松井の死後は、東京文理科大学教授の有高巌が講師として東洋史を教えた。西洋史の講義 

は斎藤清太郎が明治三十三年に嘱託、翌年より教授として担当し、三十六年より英・独・仏に留学してのち、四十一年より東京帝 

国大学文科大学助教授兼学生監となり、東京女子高等師範学校教授に併任した。斎藤は最近世史やロシア史の研究の開拓者として 

知られている。大正十年から十一年には、のちに京都大学教授としてギリシア史の専門家となった原随園が一時講師として西洋史 

を講じた。その後斎藤清太郎がふたたび講師として西洋史を担当し、昭和二年には斎藤文蔵が山形高等学校から東京女子高等師範 

学校に転じ、五年には附属高等女学校主事を兼ねたが、間もなく急逝した。昭和六年よりトルコ史・イスラム史の専門家である内 

藤智秀が教授として西洋史を講じ、二十二年に退官した。 

日本史の下村三四吉名誉教授の逝去後、中世社会史を専門とする豊田武が昭和十四年に講師に迎えられ、十六年より教授として 

日本史を講じ、学生に大きな影響を与えた。二十年には中村一良が文部省図書監修官から日本史担当教授として迎えられ、その後 

史学科の創設に大きな足跡を残した。内藤の退官後、中村英勝が二十三年より講師として西洋史を担当し、有高が引き続き東洋史 

を講じた。 

以上のほか、富士徳治郎教諭(大正六年より教授兼附属高等女学校教諭)が明治四十年から昭和十三年まで地理・歴史の教授法を 

担当し、鷲尾幾子助教授兼附属高等女学校教諭が大正十三年から昭和七年まで、高井浩助教授が昭和十六年から十九年まで歴史の 

授業を分担し、松本義顕講師が大正十四年から昭和三年まで東京女子高等師範学校および第六臨時教員養成所で歴史を講じた。ま 

た大正十年から十一年には維新史料編纂官補の樹下快淳が併任の教授として維新史を教え、昭和二十二年から二十四年には東京高 

等師範学校教授の杉勇が講師として考古学を講じた。 

 

史学科の創設 

 

旧制の時代には、歴史学関係の専任教官のポストとしては、日本史および西洋史があるのみで、東洋史の講義は非常勤の講師に 

よって行なわれていた。昭和二十四年にお茶の水女子大学が発足し、文学部(二十五年より文教育学部)に史学科が創設され、第一 

講座日本史学、第二講座東洋史学、第三講座西洋史学の三講座が設けられた。主に中村一良が史学科主任として創設の立案・実施 

に当り、日本史担当教官としては、そのほか、東京女子高等師範学校の卒業生で東京文理科大学でさらに専門的な研究を重ねた赤 

木志津子が、二十四年に助教授として迎えられた(三十七年教授)。西洋史担当教官としては中村英勝専任講師(二十五年助教授、四 

十年教授)のほか、二十六年には尾鍋輝彦助教授(二十八年教授)が迎えられ、東洋史担当の専任教官のポストも設けられて、同年に 



市古宙三助教授(三十三年教授)、二十八年に和田久徳専任講師(三十五年助教授、四十三年教授)が迎えられ、史学科各講座二名ずつ 

の教官の陣容が整えられた。非常勤講師としては東京大学その他からそれぞれの領域の専門家が委嘱された。 

史学科の学生入学定員ははじめ十五名で、そのうちには東京女子高等師範学校末期の文科生徒から大学の入学試験に合格して史 

学科学生となった者も含まれていた。現在家政学部本館となっている東京女子高等師範学校時代の本校本館の一階西北翼に、地理 

学科に隣接して史学科の研究室や教室が設けられ、当時第二次大戦後間もない物資欠乏の時代に、暖房もないような状態で、火鉢 

を囲んで語り合ったりしたが、教官と学生のあいだはきわめて親密で楽しい雰囲気であった。国立大学としては学生数も少なく、 

このような恵まれた伝統は今日まで続いている。 

 

史学科の発展 

 

昭和四十一年に大学院人文科学研究科(修士課程)が設置され、史学科は第一講座日本古代中世史学、第二講座日本近世近代史学、 

第三講座東洋史学、第四講座西洋史学の四講座制となった。学部学生の毎年度入学定員は四十三年度から二十名に増員され、修士 

課程史学専攻の一年当り学生定員は、はじめ六名、四十四年度から八名となった。修士課程の授業科目としては、日本史学・東洋 

史学・西洋史学それぞれの特論Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、それぞれの演習Ⅰ・Ⅱ、各四単位.および特別研究十四単位(四十八年度より八単位)が 

設けられた。大学院には、本学学部卒業者のほか、山梨大学・日本女子大学・国際基督教大学・早稲田大学・中央大学・東京女子 

大学・東京外国語大学・静岡大学・聖心女子大学・成城大学・金沢大学や韓国・台湾の大学など、さまざまな大学の出身者が、筆 

記試験および口述試験を経て入学した。修士論文の審査に合格して文学修士の学位を取得した者(史学専攻)は、四十三年四名、四 

十四年三名、四十五年二名、四十六年八名、四十七年二名、四十八年一名、四十九年六名、五十年二名である。 

大学院の設置と前後して、史学科教官の陣容にも大きな変化が見られた。赤木志津子が昭和四十年に停年退官したあと、山梨大 

学から四十一年に助教授として青木和夫(四十七年教授)が招かれ、日本史講座増設に伴って専任講師として大口勇次郎(四十三年助 

教授、五十三年教授)が同じ年に迎えられた。また中村一良が四十七年に停年退官し、翌年坂野潤治が助教授として迎えられた。西 

洋史では尾鍋輝彦が四十三年に一般教育歴史学担当となり、同年、専任講師として平野孝(四十五年助教授、五十三年教授)が迎え 

られた。四十九年に尾鍋が停年退官したあと、市古宙三が一般教育担当となり、東洋史担当の専任講師として佐藤次高(五十一年助 

教授)が迎えられた。なお昭和五十一年度以降には、市古宙三が学長就任のために学科を去り、坂野潤治、佐藤次高が転出、和田久 

徳、中村英勝が停年退官した。その間、五味文彦、山本秀行、岸本(旧姓中山)美緒、佐伯有一が新たに本学科の専任教官として着 

任した。 

昭和四十七年には、史学科も他学科と同様に現在の文教育学部本館へ移転し、会議室・助手室・図書室・学生控室・院生研究室・ 

教官個室などが整備された。 

史学科創設以来の助手の氏名は次のとおりである。 

坪井(旧姓岩田)みえ子、大谷(工藤)泰子、前島(永井)玲子、渡辺(柴田)しづ子、吉田(荻島)宜子、中原ますゑ、高瀬(菊野)恭子、村 

上(大森)路子、内田(白石)晶子、岡(佐藤)和佳子、武本(高木)玲子、吹抜(中村)悠子、斉木(平田)正子、塚本(馬場)千枝子、尾鍋(木村) 

悦子、野副(久光)由美子。 

 

教官の研究活動 

 

日本史の中村一良は京都大学で西田直二郎教授らの指導を受け、日本文化史に関心を持ち、『国史と世界史』(昭和十七年)、『日 

本文化小史』(昭和二十四年)などの著書がある。また日本史学史の研究を志し、「愚管抄雑考――特にその道理と時代区分について」 

(昭和三十一年)などの論文を発表した。赤木志津子は、平安時代文化史を専門とし、『紫式部とその時代』(昭和十六年)、『平安貴族 

の生活文化』(昭和三十九年)、『御堂関白』(昭和四十四年)、『後白河天皇』(昭和四十九年)などを著わし、「賜姓源氏――宮廷貴族と

しての――について」(昭和三十年)、「藤原資房とその時代」(昭和三十三年)など多数の論文を発表した。青木和夫は古代史を専門

とし、「浄御原令と古代官僚制」(昭和二十九年)、「雇役制の成立」(昭和三十三年)、「律令財政」(昭和三十七年)、「駅制雑考」(昭和

四十七年)などの論文をはじめ、編著『律令国家論』 



(昭和四十七年)など多彩な研究成果を発表している。大口勇次郎は日本近世史、とくに社会経済史を専門領域として、「商品生産の 

発展と農村構造の変質」(昭和四十年)、「北信幕領における石代納」(昭和四十二年)、「天保期の幕府財政」(昭和四十四年)をはじめ、 

さまざまな研究成果を発表しつつある。また四十七年から『勝海舟全集』の校訂・編集に従事している。坂野潤治の専門領域は日 

本近代史で、著書『明治憲法体制の確立』(昭和四十六年)、論文「東亜盟主論と脱亜入欧論」(昭和四十九年)、ジョージ・アキタ『明 

治立憲政と伊藤博文』(昭和四十六年)の訳書など、多数の研究成果を発表した。 

東洋史の市古宙三は中国近代史を専門領域として、太平天国の乱その他の諸問題について多くの論文を発表し、それらは『近代 

中国の政治と社会』(昭和四十六年)に収められている。また研究状況の視察、国際会議への出席などのためアメリカ合衆国などへ 

しばしば出張し、中国近・現代史の研究推進のため国際的に活動した。フェアバンク『中国――社会と歴史』(昭和四十七年)など 

翻訳書もいくつかある。和田久徳は東南アジア史を専門とする。「唐代の南海遣使」(昭和二十五年)、「東南アジア諸国家の成立」(昭 

和三十一年)、「東南アジアにおける初期華僑社会」(昭和三十四年)、「東南アジアの社会と国家の変遷」(昭和三十五年)、「十五世紀 

初期のスマトラにおける華僑社会」(昭和四十二年)など多数の論文を発表している。また、東南アジア学会の委員や南島史学会の 

副会長として、海外にもしばしば出張し、専門領域の研究推進のため国際的に活動している。佐藤次高は西アジア中世史を専門領 

域として、「マムルーク朝におけるイクター制の展開」(昭和四十四年)、「十二―十四世紀のエジプト農村社会と農民」(昭和四十七 

年)などの論文を発表した。 

西洋史の尾鍋輝彦には『独裁者』(昭和三十四年)、『クーデター』(昭和三十九年)、『西洋史概説』(昭和四十四年)など著書も多く、 

『コロンブス航海記』(昭和四十六年)などの訳書もあり、原始社会から現代史に至るまで、広い領域にわたって数多くの論文を発 

表した。また歴史教育の諮問題についてしばしば発言し、文部省の教育課程審議会委員などとして、歴史教育の発展に寄与した。 

中村英勝はイギリス議会史・政党史を専門とし、『イギリス議会史』(昭和三十四年)、『イギリス議会政治の発達――十九世紀の選 

挙と政党組織』(昭和三十六年)などの著書、「十二、三世紀のイギリスにおけるナイトフッド層の擡頭と代議制の起源」(昭和三十一 

年)、「イギリス議会政治体制発展の諸段階について」(昭和四十年)、「一八六七年の議会改革とディズレーリの議会戦略」(昭和四十 

九―五十年)など多くの論文を発表した。また現代史にも関心を持ち、バラクラフ『現代史序説』(昭和四十六年)などの訳書がある。 

平野孝はアメリカ史を専門とし、「グレインジャー運動とコーン・ベルト」(昭和四十一年)、「西漸運動――フロンティアの実態」(昭 

和四十四年)、「カンザス・ポピュリスト――中西部農民運動に関する一試論」(昭和四十八年)、「西部開拓と自然環境――大平原と 

人間」(昭和五十一年)などの論文をはじめ、編著『総合アメリカ年表』(昭和四十六年)、Ａ・Ｍ・シュレジンガー『ローズヴェルト 

の時代』(全三巻、昭和四十一―四十二年)の訳書など、多方面に研究活動を展開している。 

 

学生の教育・研究 

 

史学科創設の当初においては、日本史・東洋史・西洋史の各概説それぞれＡ・Ｂ四単位ずつ、世界近代史Ａ・Ｂ二単位ずつ、史 

学概論四単位、および卒業論文作成八単位、計四十単位が必修とされた。そして第三学年になると、日本史・東洋史・西洋史の三 

専攻に分かれ、それぞれ史料講読および演習二単位ずつが選択必修科目となった。選択科目としては、日本史・東洋史・西洋史の 

各特殊講義Ａ・Ｂ四単位ずつ、史蹟調査一単位、考古学通論四単位、古文書学二単位などが設けられた。関連科目として外国語八 

単位が必修、自由選択科目二十単位を加えて、専門科目の単位数は計八十四単位であった。昭和三十一年には、各概説がそれぞれ 

ひとつずつとなり、世界近代史が省かれ、史料講読それぞれ二単位ずつが必修となり、必修は計三十単位となった。また演習がそ 

れぞれＡ・Ｂ二単位ずつに増えた。三十三年には特殊講義Ｃが増設され、三十四年には史料講読が必修から除かれ、必修は二十四 

単位となり、日本・東洋・西洋のそれぞれ史料講読三科目のうち二科目を選択し、必修することとなった。四十四年には演習Ｃが 

増設され、史蹟調査が二単位となった。五十年からは各概説が(一)(二)二単位ずつに分けられ、史料講読が講義講読(一)(二)それぞ 

れ二単位ずつに改められ、四科目八単位以上を選択必修することとなり、特殊講義Ｄが増設された。こうして多くの試行錯誤を重 

ねながら、カリキュラムが実情に合うように改正されてきた。 

史学科には旧制の時代以来の伝統を引き継いで、比較的優秀な学生が集まり、卒業論文のうちには帝国大学の卒業論文に優ると 

も劣らないものもいくつかあった。本学に大学院が設置される前には、東京大学や京都大学などの史学関係の大学院、東京大学教 

養学部の国際関係論の大学院などに進学して、研究を続ける者も比較的多かった。さらにヨーロッパやアメリカなどに留学し、少 



数ではあるが、現在内外の大学で教職に就いている者もいる。初期には高等学校および中学校の教職に就く者が比較的多かったが、 

現在は割合少なく、一般の銀行・会社・出版社・図書館・放送局などに就職する者が多くなった。 

史学科創設後間もなく、教官・学生の研究および親睦のための団体として「読史会」が設けられ、昭和三十三年から雑誌『お茶 

の水史学』を刊行している。この雑誌には、毎年卒業論文のうち優れたもの、大学院設置以後は主として修士論文が教官によって 

選ばれ、本学史学科学生と卒業生のための研究発表機関となっている。また史蹟調査のため、毎年秋または春に教官と学生が連れ 

立って京都、奈良その他へ旅行し、史蹟現地の雰囲気に触れ、史料を閲覧し、仏像などを拝観する。これは、歴史研究および教官 

と学生の親睦にとってきわめて有益であり、よき思い出となっている。 

 

第四節 地理学科 

 

旧制の時代 

 

地理学科の胎動は、新制大学の誕生より遠い昔にさかのぼる。明治八年の東京女子師範学校時代の教則によれば、修業年限五年 

を半年ずつの十級の課程に分け、そのうちの十級(初級)、七級、六級に地理の教科を置いた。この頃は『日本地誌略』『日本地誌要 

略』『輿地誌略』などの書籍が教科書に使われていた。明治十九年の高等師範学校女子部発足以降は修業年限が四年となり、地理の 

授業は一年生に週四時間(日本地誌・外国地誌・地文概説)設けられた。次いで明治二十三年に女子高等師範学校となり、三十一年 

に文・理二科が置かれた。さらに大正年間に選修学科目が置かれ、昭和四年の規則改正により文科の三・四年生に国語あるいは歴 

史・地理のどちらかを選修させることとなった(二〇六頁参照)。文科の定員三十名のうち後者を選修する者は例年十名程度であっ 

た。地理の授業は地理学通論(経済地理学・人種民族地理学・地貌学などを含む)・日本地誌・外国地誌・実習(教育実習)の四科目で、 

すべて必須であった。 

授業時限は一・二年生に四時間、三年生に五時間、四年生の一・二学期に六時間で、最後の三学期は実習に当てられた。地理の 

授業担当教官は専任(教授)一名、併任(附属との)一名、非常勤の講師二名、また地質鉱物関係の授業が文・理・家事の全科で行なわ 

れ、その専任教官が一名いた。 

初代の地理専任教授は野口保興(『世界経済地理』の著者、のちに帝国女子専門学校長となった)で、明治十八年から四十四年ま 

でのあいだ在任した。次は西村万寿(地理学・鉱物学を講じた)で、大正五年から十四年までのあいだ在任し、文科の主任も務めた。 

大正十一年に地質鉱物担当講師として着任した飯本信之は、西村万寿の急逝後地理担当教授となり、大学発足後の昭和三十三年ま 

で在任し、本学科の充実拡張に力を尽した。附属高等女学校教諭の富士徳治郎、鷲尾幾子、稲村テイらは、併任の教授または助教 

授として教育法などを担当した。 

また戦後は、講師として能登志雄が昭和二十二年に、講師として松井勇が二十四年に着任した。なお地質鉱物担当の教官として 

は、飯本信之のあとに浅井郁太郎、山岸忠夫があり、山岸はのちに東京高等学校と併任の教授になった。 

 

新制大学発足以降の地理学科の発展 

 

大学発足に当り、その創設に尽力した飯本信之は、初代文学部長に就任するとともに、地理学科の初代主任教授となった。当時 

は学科目制度であり、人文地理と自然地理の二科目があって、特色あるカリキュラムのもとに授業が進められた。カリキュラムは 

三講座が確立した昭和三十九年の頃およびその前後に少しずつ手直しされたが、それは新任教官の専攻分野によるものであり、あ 

るいは地理学界の進展や時代の要請に呼応するものであった。専任教官は飯本信之、能登志雄(二十五年助教授、三十四年教授)、 

松井勇(二十六年教授)がおり、二十五年に専任講師として赤木健(三十五年教授)と吉川虎雄(二十六年助教授)の二名が増員され、二 

十七年に吉川の東京大学転出に伴って農林省農業技術研究所の浅海重夫が専任講師として着任(三十四年助教授、四十四年教授)し 

た。三十三年に飯本の日本大学への転出のあと、教授として建設省地理調査所(現国土地理院)より渡辺光が、三十四年に能登志雄 

の東北大学への転出に際しては、専任講師として同所より式正英(三十六年助教授、四十八年教授)が、さらに三十六年赤木の停年 

退官後は都立大学より専任講師として吉田栄夫が着任した。また三十九年に吉田の広島大学への転出後に、専任講師として正井泰 



夫(四十年助教授、四十九年教授)が迎えられた。その後それまで助手に当てていたポストのひとつに法政大学より浅井辰郎が四十 

二年に教授として着任し、ここではじめて地理学科三講座六教官(別に助手一)のスタッフが揃ったのである。三講座は人文地理学、 

自然地理学、地誌学と呼称し、このうち地誌学講座は、大学院が設置されるに当ってその準備段階で実現したものである。四十一 

年から修士課程としての地理学専攻課程が置かれて、現在に至っている。なお四十五年に渡辺光が、四十八年に松井勇が停年退官 

し、それぞれに代って東北大学から専任講師として内藤博夫(四十八年助教授)、秋田大学より専任講師として齋藤功(五十一年助教 

授)が着任した。さらに五十年に正井泰夫が転出し、代って国立国会図書館から助教授として井内昇(五十五年教授)が着任した。 

昭和五十一年度以降には、浅井辰郎が停年退官し、齋藤功が転出した。また、三上岳彦、栗原尚子が、新たに本学科の専任教官 

として着任した。 

助手は、学科の性質上、旧制の時代から教務嘱託の名で一、二名ずつ常置され、新制大学発足後も昭和四十二年まで二名の助手 

が存在した。その氏名は貝山(旧姓河端)久子、長翠、藤原(井上)須美子、原高則、岡崎セツ子である。 

地理学科の特色のひとつは、野外における調査研究、実験実習室における機械器具類の利用にある。大学発足当時は自然地理の 

み実験科目であったのが、着々と実験講座化が認められるに伴い、研究と教育のために諸設備が充実された。赤外放射温度計その 

他の気象観測機器、示差熱分析装置などの土壌実験用機器、空中写真判読機器、フィールド調査用のジープなどがそれであり、大 

量の日本各地空中写真、東アジア、オセアニア地域の大縮尺図、農業センサス集落別統計表のマイクロフィッシュなどの収集も、 

充実の一翼を担ってきた。 

地理学科のカリキュラムの特色は、文学部系所属としては異色なほどに自然科学の基礎科目を多く設けていること、また選択科 

目も豊富に揃えていることである。これは地理学の性質上当然のことといえるが、また、教職に就く者に広範な地理諸分野の知識 

と経験を与えておこうとする配慮でもあった。地理学科教官自体の研究分野に偏りがなく、三講座六人の専任者がそれぞれ異なる 

研究パートを持つことと相まって、地理学という間口の広い学問を教育するうえで大きな効果をあげている。大学院では三講座に 

それぞれ特論(Ⅰ―Ⅴ)、演習(Ⅰ―Ⅱ)、野外調査があって、計二十四科目四十八単位、別に修士論文作成の特別研究八単位がある。 

これらの全カリキュラムを消化するために、毎年学部と大学院におのおの五名から六名の非常勤講師を招く。 

 

教官の研究・教育活動 

 

飯本信之の専攻は政治地理学であった。しかし広く自然地理学の基礎のうえに、地理学概論、外国地誌の講義も担当し、在任中 

の日本全国干拓地の地理学的研究で理学博士の学位を授与された。日本地理学会長も務め、現在同学会の名誉会員、イタリア地理 

学協会名誉会員の称号を授与された。主著は『政治地理学』(上・下、昭和十・十二年)、『干拓地の地理学的研究』(Ⅰ―Ⅵ、昭和三 

十五―四十一年)など。松井勇の専攻は農業地理学および地理学本質論であった。大学初期には気候学を担当した。栃木県那須野盆 

地の地誌を多年にわたり研究、その調査に当り、数次の科学研究費配分を受けた。主論文は「那須扇状地農業地理」(一―二、昭和 

二十四―三十四年)、「地理学に於ける分布論・序説」(昭和三十年)など。能登志雄は、人種民族地理学、集落地理学、外国地誌(と 

くに両米・アジア)を担当した。在任中ミシガン大学と交流、同大学の日本研究所設置に尽力した。赤木健は、地質学、岩石鉱物学、 

層位学、一般地学を担当した。在任中の東アジアの鉱産物研究で理学博士の学位を取得した。吉川虎雄は地形学を専攻し、地図学 

演習、自然地理学実験も担当した。併任期間中、わが国の第一次南極観測隊に参加した。浅海重夫は本学着任以前に地形学の応用 

課題としていた地形分類の方法論を発展させる一方、地理学の自然的基礎としての土壌の重要性に着目し、土壌地理学研究に入っ 

た。初期には、地形学、地図学演習、自然地理学実験などを、のちに、土壌地理学、一般地学、外国地誌(オセアニア)を担当した。 

「日本の土壌分布に関する考察」で理学博士の学位を受けた。昭和四十三年から四十四年まで復帰直後の小笠原諸島の自然景観調 

査(東京都)に参加し、『小笠原の自然』を共編著した(昭和四十五年)。環太平洋地域の自然地理学的研究を進め、これまでにオース 

トラリア、ニュージーランド、フィリピンなどを調査した。文部省学術用語審議会委員(昭和三十二―四十四年)となり、幹事を務 

めて、地理学用語の統一を完了し、また『日本地理学会五十年史』(昭和五十年)の土壌地理学部門の執筆を担当した。渡辺光は地 

形学とくに海岸地形の研究者であるが、地域区分や土地利用研究、世界各地域の地誌研究など、広い研究分野を持つ。地理学概論、 

日本地誌、外国地誌などを担当し、「日本の地域区分」(昭和四十一年)、「太平洋圏各地の近代化による土地利用の変化の比較研究」 

(昭和四十四年)などのテーマで数次にわたる科学研究費(総合)を受けた。主著は『日本の地域区分』(英文、昭和四十一年)、『地形学』 



(昭和四十一年)などである。在任中、国際地理学連合総会、国際地理学会議、国際地図学会議に出席、第十一回太平洋学術会議(東 

京)ではその運営に当った。日本学術会議会員、日本地理学会長を歴任した。式正英は地形学とくに微地形論、気候地形学、地誌学 

を専攻し、はじめは集落地理学および地学を、のちに地形学、地図学、写真地理学、日本地誌、アメリカ地誌などを担当した。九 

学会佐渡調査(昭和三十四―二十六年)に参加し、「佐渡の自然(地形)」(昭和三十九年)そのほかを発表。昭和三十五年から四十五年に 

都市地盤調査に関連して新潟や東三河などの低地微地形を調査した。二十五年以来氷河地形の研究を続け、四十九年にシンポジウ 

ム「日本アルプスの氷河地形」を組織し、さらに「第四紀気候変化と地形、湖底堆積層の対比」の研究で科学研究費(総合)を受け 

た。共同研究「琵琶湖堆積物の解析」で朝日学術奨励金を受領し(昭和四十九年)、『日本の氷期に関する諸問題』を編著した(昭和五 

十年)。太平洋学術会議、国際地理学会議に出席、また文部省在外研究員としてミュンヘン・ウプサラ・マクギル・アリゾナの各大 

学で客員研究員となった(昭和四十七―四十八年)吉田栄夫は地質学および一般地学を担当。着任の前年から広島大学への転出後に 

かけて、南極昭和基地で越冬調査を体験し、オングル島の氷河地形に関する報告を出した。正井泰夫は都市地理学、文化地理学、 

地誌学の分野の研究を進め、集落・都市地理学のほかに、外国地誌(アメリカ)や地理学概説などを担当した。野外調査に基づく日 

米両都市の比較都市地理的研究に力を注ぎ、『日米都市の比較研究』を著した(昭和五十年)。機能論および環境論の立場をとり、ま 

た地図表現にも努力した。日米都市の比較研究の裏づけとして、東アジア・東南アジア・南アジア・中近東・ヨーロッパ・アフリ 

カ・ラテンアメリカ・オーストラリアの都市像との相互比較も行ない、『都市の環境』(昭和四十六年)を出版。近年はとくに日本の 

都市像の解明を進め、歴史地理学的立場も導入して、「江戸の都市的土地利用図」(昭和五十年)を作成した。 

浅井辰郎は気候学、陸水海洋学、外国地誌(ヨーロッパ)、自然地理学実験などを担当した。着任までの主な研究活動をもとに、 

着任直前の欧米外遊資料から「地理学の定量化に関する一試論」(昭和四十五年)、「“地理学”概念の設定と気候学・生態学象限に 

おけるその実例」(昭和五十年)に発展した。災害・生産力を総合した論説『気候と人類』(昭和四十一年)もある。自然と文化の著し 

い対照を持つアイスランドに着目し、『アイスランド全国地誌』(一―、昭和四十三年より)その他を発表した。昭和四十五年から四 

十七年にわたり「生産力的研究法による地理・地誌学の実証的研究」で科学研究費を受け、これに伴い赤外線温度計による文教育 

学部本館内の迅速温度測定を実施、「夏季、冬季における中層ビル内の壁面温度分布」を発表(昭和四十九年)、建築学界からも評価 

された。内藤博夫は経済地理学(とくに工業地理学、日本地誌、地理調査法を担当した。研究テーマは工業の分布と地域環境の対応 

関係を解明することで、繊維工業や電機工業などの労働集約型工業を取り上げて、工業とその労働力基盤に関する研究を行なって 

いる。主論文は「宮城県北部における電子工業の立地」(英文、昭和四十四年)、「米沢市の工業と人口変化」(昭和四十八年)。齋藤 

功は経済地理学(農業地理学)を担当。「東京集乳圏における酪農地域の空間構造」(昭和四十六年)のほか、酪農地域に関する論文が 

主なものである。それらをまとめた「東京集乳圏の空間構造に関する研究」で理学博士の学位を受けた。また首都圏の農業地域構 

造に関心を持ち、実態調査を進めている。共訳書に『農業地理学』(昭和四十八年)がある。井内昇は地理学概説、集落地理学、外 

国地誌(アメリカ、ヨーロッパ)、都市地理学を担当。研究テーマは大都市発展に伴う居住空間の変化の解明で、日本だけでなく、 

英・米を対象にした研究が多い。主論文は「東海道メガロポリスの都市分析」(昭和四十六年)、「徳山湾の複合汚染と赤潮の発生」 

(昭和四十八年)。共訳書に『新しい都市の人間像』(昭和四十六年)ほかがある。 

 

学生の教育と卒業生の活動 

 

大学発足当時十二名であった学生定員は、昭和四十二年度から十五名に、さらに四十九年度から十八名に増えた。ただし実際は 

四十一年度まで平均十三名あり、とくに定員十八名となってからも定員を越えている。大学院は定員六名であるが、おおむね半数 

しかいないのは、実社会への進出組が多いためであろう。二十三回(昭和二十八―五十年)の卒業生総数三〇三名中、小・中・高校 

教諭三七パーセント、一般会社と公務員計三〇パーセント、大学院進学と研究職計一七バーセント(以上計八四パーセント)となる 

が、一般的傾向のとおり、教職は初期に多く、最近は減少気味であり、一方研究生活に入る者の率が漸増している。なお卒業後三 

年以上勤務し、現在も職場にある者は四十七年卒業までの総数二六〇名中一〇九名(四二パーセント)で、このなかには時間講師を 

含めて教職が七十名を数え、永続的な女性の職場の筆頭はやはり教職であることがわかる。現在大学および研究機関で研究活動を 

続けている者は、旧制時代の卒業生を含めて十名余に過ぎないが、いずれも地形学、植物地理学、地図学、経済地理学などの専攻 

分野で優れた業績を持つ地理学者である。 



昭和三十四年以来、卒業論文の要旨の活字化と卒業生間の交流を目的として、教室年報『お茶の水地理』を毎年刊行、また四十 

八年から隔月に教室構成員と有志卒業生の集まる談話会を設け、肩のこらない研究発表の場となっている。 

 

第五節 文学科 

 

    Ⅰ 国文学国語学専攻 

 

旧制の時代 

 

明治八年、東京女子師範学校として創設された当時は、ひろく全教科の履修を目的としたカリキュラムで編成されていた。国文 

関係の科目としては読物(古今和歌集・十六夜日記・土佐日記・竹取物語・近世名家文粋など)、文法(詞の玉緒・詞の八衢など)・作 

文(駿台雑話・女子消息文など)、習字(千字文)などが準備されていた。 

第一回入学者の学力については、「合格者も十中八九は辛うじて小学読本或は物理階梯の様な近易の素読を為し得る程度であっ

た」 

と報じられていることからも知られるように、まず教師になるべき者としての全般的な学力向上に焦点が定められていた。明治十 

二年になるとさらに整備されて、文法、作文、古今和文、文章軌範、名家文粋、元明清史略が開講された。 

 



当時の教官としては本居豊穎、松本荻江、豊田芙雄、坪内墨泉、多田つね、棚橋絢子らの人びとがいた。やがて明治二十五年こ 

れに関根正直が迎えられ、関根と大学同期の国史専攻の萩野由之、そのほか松岡大愿、佐方鎮(しづ)、三上参次、後閑菊野、小中 

村義象、寺尾捨次郎らの協力を得て、科目としての国語・漢文の基盤が整えられた。 

明治二十三年に女子高等師範学校として高等師範学校から分離・独立し、三十一年四月から文・理科に分かれ、三十三年一月に 

国語専修科が設置された(三十三年六月二十七日に国語漢文専修科と改称)。文科の国語・国文関係の開講科目も講読、作文、詠歌、 

文学史、教授法となった。四十一年に東京女子高等師範学校となった時、これに言語学大意と習字が加えられた。中等学校の国語 

教師となるべき者の課程がほぼ整備されたといえる。この時期は、関根正直が中心となって、萩野由之、垣内松三、尾上八郎、金 

子彦二郎、佐伯常麿らが専任として在籍していた。この頃の入試科目としての国語の内容は、解釈・作文・文法であった。 

大正十三年に関根正直が退官してから、昭和初期の時代には、尾上八郎が中心となって、金子彦二郎、荘田安太郎、石井庄司、 

次田真幸が専任教官になった。授業科目は、講読、習字、文法、作文、作歌、文学史、文学概論、国語学概論、言語学概論(昭和初 

期)であった。 

第二次大戦中の国語専任教官としては、尾上八郎、金子彦二郎、次田真幸の三名、戦争終結直後に井本農一が加わった。この時 

代の文科は、合格者はまず文科に所属し、第三学年から各自の希望に基づいて、国語漢文選修と歴史地理選修に分かれた。尾上の 

退官に伴い、岩淵税太郎が入り、岩淵の退官のあとに江湖山恒明が加わった。昭和二十二年のことである。 

戦争中は苛酷な学徒動員に狩り出され、あまり勉学の機会に恵まれなかった反動であろうか、終戦直後の校内には一種の熱気が 

漂っていた。学生は袖口のすり切れた洋服姿、教官はくたびれた国民服が目立ち、冬は火の気のない教室で外套着用のまま、天気 

の良い日には校舎の南側の日溜りを選んでの青空教室という、貧寒とした悪条件であったが、教官と学生の融和感は高まり、また 

学習意欲はきわめて旺盛であった。 

 

新制大学発足と本専攻 

 

昭和二十四年、お茶の水女子大学文学部文学科国文学国語学専攻と改まり、学生の入学定員二十五名、専任教官は、助教授の井 

本(二十八年教授)、次田(二十八年教授)、江湖山(二十九年教授)で発足したが、二十四年から専任講師として関根慶子(二十八年助教 

授、四十年教授)が加わった。また、斎藤清衛が併任の教授として協力した。 

『お茶の水女子大学一覧』(昭和二十七年度)によれば、授業科目は左記のとおりである(カッコ内の数字は単位数)。 

〔国文学専攻〕 

○専攻科目〔必修〕(二十八)〔古代日本文学史(四)、中世日本文学史(四)、近世日本文学史(四)、国語学概論(四)、国語法概説(四)、 

卒業論文作成(八)〕 

○専攻科目〔選択必修〕(十二)〔近代日本文学史(四)、国文学講読(四)、国文学演習(四)〕 

○専攻科目〔選択〕(十二)〔日本文学概論(四)、国文学講読(古代その一)(四)、同(古代その二)(四)、同(中世)(四)、同(近世)(四)、 

国文学演習(古代その一)(二)、同(古代その二)(二)、同(中世・近世)(二)、同(近代)(二)、国文学特殊講義(その一)(四)、同(その 

二)(四)、同(その三)(四)、国語史概説(四)、国語学史・国語音声史(四)(交代に隔年講義)、国語学特殊講義(四)〕 

○関連科目〔必修〕(八)〔外国語(八)〕 

○関連科目〔選択〕(四)〔中国文学概説(四)、中国文学講読(四)、中国文学史(四)、日本史概説Ａ(四)、同Ｂ(四)、文学概論(四)〕 

○自由選択科目(二十) 

〔国語学専攻〕 

○専攻科目〔必修〕(二十八)〔科目は国文学専攻と同じ〕 

○専攻科目〔選択〕必修(十二)〔国語史概説(四)、国語学史・国語音声史(四)交代に隔年講義)、国語学演習(四)〕 

○専攻科目〔選択〕(十二)〔国語学特殊講義(その一)(四)、同(その二)(四)、日本文学概論(四)、国文学講読(古代その一)(四)、同(古 

代その二)(四)、同(中世)(四)、同(近世)(四)、国文学特殊講義(その一)(四)、同(その二)(四)、同(その三)(四)、国文学演習(古代 

その一)(四)、同(古代その二)(四)、同(中世・近世)(四)、同(近代)(四)、近代日本文学史(四)〕 

○関連科目〔必修〕(八)〔外国語(八)〕 



○関連科目〔選択〕(四)〔言語学概論(四)、中国語学概論(四)、中国語学演習(二)、中国文学概説(四)、中国文学講読(四)、英語学 

概論(四)、音声学・修辞学(四)、日本史概説Ａ(四)、同Ｂ(四)〕 

 

国文学国語学専攻の第一回入学者は、昭和二十四年三月の東京女子高等師範学校第一学年終了者中の転入希望者と新制高等学校 

第一回卒業生とからの、選抜試験による合格者であった。両者が相半ばする変則構成であったが、第二回以後、現行どおりとなっ 

た。 

その後の専任教官としては、まず昭和二十八年に国語学専攻の松村明を助教授に迎え、次いで三十一年に堤精二専任講師(三十六 

年助教授、四十四年教授)が近世文学担当として着任した。のち、松村の東京大学への転出に伴い、市川孝専任講師が三十四年(三 

十六年助教授、四十四年教授)に加わった。さらに四十五年には、近代文学担当の浅井清助教授(五十一年教授)の参加を得た。 

昭和五十年、次田真幸と関根慶子は停年により退官した。その後任として、教授に平安文学担当の犬養廉を、また助教授に中世 

文学担当の三木紀人(五十五年教授)を迎えた。 

昭和五十一年度以降には、白藤禮幸、平野由紀子が新たに本学科の専任教官として着任し、江湖山恒明、井本農一が退官した。 

なお、昭和四十四年に学生定員が二十五名から三十名に増員され、講義科目も逐次整備されてきた。 

また、新制初年度からの助手は次のとおりである。真鍋郁子、高橋クニ子、檀野京子、中西美智子、魵沢(旧姓剣持)瑛子、斎藤(佐 

藤)与志子、小野(木村)紀子、田中(中村)美也子、中沢(鶴賀)礼伊子、古屋孝子、標(野沢)宮子、多田(高橋)真理子。この間、昆野(清 

水)礼子が長年にわたって教務補佐員として研究室の用務に協力した。 

 

大学院修士課程の設置 

 

昭和四十一年に大学院修士課程の設置が認可され、日本文学専攻は学生の入学定員八名で、人文科学研究科の一端を担うことと 

なった。当初は志望者が定員に満たなかったが、最近二、三年の志望者は常に二十名を越え、本学出身の者と、他大学出身者が受 

験の際に相半ばする状態である。また卒業後数年、あるいは十数年経てから、志を新たに進学して来る者も珍しくない。一方、修 

士課程日本文学専攻の特徴のひとつとして、外国人留学生の多いことも指摘できる。発足以来数えれば、台湾、韓国、アメリカ、 

ブラジル、フランス、ノルウェーと洋の東西を問わず、まことに国際色豊かである。 

 

雑誌『国文』など 

 

第一回卒業生を送った昭和二十八年十一月、まだ戦後の慌しい気分が残っている頃、学科の機関誌『国文』が創刊された。発刊 

の趣旨は「創刊の辞」(井本)に示されているとおり、女性に対する門戸開放を通して、学界に寄与することが主要な眼目であった。 

それから今日まで年二回の刊行を続け、五十年七月の第四十三号(『次田・関根両教授退官記念号』)に及んでいる。各号に教官の 

研究発表や、卒業生の優秀な論文が掲載され、それぞれの専門分野において高く評価されており、「学界に清新の風を送」ろうとい 

う発刊の趣旨に応えている。 

ちなみに、創刊号の主要な目次を掲げれば、次のとおりである。 

「創刊の辞」(井本農一)、「文学と人生」(斎藤清衛)、「鷗外論の構想」(井本農一)、「源氏物語の対比的構想について」(関みさを)、 

「浄土思想の中世的展開」(小林智昭)、「芭蕉と藤村」(高橋クニ子)、「国語教育の基本問題」(大橋富貴子)。 

また、修士論文の成果の一部分が『お茶の水女子大学人文科学紀要』に掲載されている場合がある。ただし、紀要は教官の業績 

発表を原則とするために、修士論文の場合は、とくに秀抜な論文に限定されており、それだけに、紀要に掲載された論文は、学界 

から注目されているといってよい。これまでに紀要に載った論文名・筆者名・発行年を次に示す。「二度本金葉集における歌合歌」 

(古屋孝子、昭和四十五年)、「頼忠集・信明集の歌物語的改編」(平野由紀子、四十六年)、「大三島大山積神社に関する一考察」(佐 

藤マサ子、四十七年)、「三七全伝南柯夢論」(柴田美都枝、四十七年)、「万葉集巻十論」(木下玉枝、四十八年)、「古事記と尾張氏」 

(阿部寛子、四十九年)、「古事記の文学性」(加藤美枝、五十年)、「西鶴織留の研究」(野田恵子、五十年)。 

 



教官の研究活動 

 

上代文学担当の次田真幸の研究領域は広く上代文学のすべてに及ぶが、とくに万葉集と古代神話の研究に力点が置かれている。 

戦前・戦後にそれぞれ『万葉集評説』(昭和十七年)、『万葉集講説』(昭和三十二年)などの著書があり、『日本文学講座』一に発表し 

た「大伴家持」(昭和二十六年)以下講座類に多くの万葉作家研究を発表している。また、「日本神話にあらわれた雷神と蛇神の研究」 

(昭和三十三年)などの日本神話に関する多くの論攷がある。中古文学の関根慶子は、平安時代の和歌と物語を主たる研究対象とし、 

『経信集』(昭和二十六年)、『平安鎌倉私歌集』(共著、昭和三十九年)などの私家集研究の著書、『寝覚物語全釈』(昭和三十五年)な 

どの平安後期物語研究の著書をはじめ多くの論文がある。 

井本農一は中・近世文学が担当であり、研究の視野も広く、日本文学全般に関して多数の論文があるが、その中核をなすものは 

連歌・俳諧に関する研究である。とくに松尾芭蕉の研究に研鑽を重ね、著書は『宗〔祇〕論』(昭和十九年)、『俳文芸の論』(昭和二 

十八年)、『俳論集』(昭和三十六年)をはじめ学界に寄与するものが多い。 

国語学の江湖山恒明は仮名遣いおよび表現論の専門家であり、上代特殊仮名遣いから歴史仮名遣い、そして現代仮名遣いに関す 

る多くの論文があり、『国語表現論』(昭和三十年)、『仮名づかい論』(昭和三十二年)、『新かなづかい論』(昭和三十五年)などが主要 

な著書である。 

先に述べたとおり、国文学科は昭和五十三年の井本の退官を最後に、長く本学の発展に尽した教官たちが去り、より若いスタッ 

フによって構成されることとなった。以下に現職教官の研究活動を記すこととする。 

平安文学担当の犬養廉は平安から中世にわたる和歌史研究を専門領域として、「能因法師研究」(一―二、昭和四十―四十一年)な 

どの多くの研究を発表し、一方女流文学の研究にも新見を示し、『更級日記』(昭和四十六年)などの著書がある。また、三木紀人は 

中世文学を専攻とし、とくに随筆および説話文学などの散文作品と作家に関して多くの業績をあげている。主要な論文に「無住小 

論」(昭和四十七年)、「長明の出発とその後」(昭和四十八年)などがある。近世文学の堤精二は元禄文学、とくに井原西鶴を専門と 

し、『西鶴集』(上、共著、昭和三十二年)などの著書があり、一方、書誌学的業績として『国書総目録』(全九巻、共編、昭和三十八 

―五十一年)がある。浅井清は近代文学を専門に、とくに明治時代の新聞小説と大衆文学を研究対象として、「近代文学形成期―― 

主として明治十年代文学研究上の問題点」(昭和四十年)、「日本における市民精神の成立」(昭和四十一年)などの論文と、『近代文学 

評論大系』(一、昭和四十六年)、『日本近代文学大系・大正短編集』(昭和四十七年)などの編著がある。国語学の市川孝の専門分野 

は文章論および文体論であり、『口語文法』(昭和四十二年)、『改訂文章表現法』(昭和四十七年)などの著書と、「文章の構造」(昭和 

三十二年)をはじめとする多くの論文がある。 

 

Ⅱ 中国文学中国語学専攻 

 

旧制の時代 

 

旧制の時代には漢文の科目に教授が配せられ、大正末以来、細田謙蔵が在職した。昭和九年には網祐次が着任し、二十四年の新 

制大学発足に際し、中国文学専攻設置に尽力した。これより先、講師として招かれた松平定光は、学生の勤労動員に付き添い、昭 

和十九年に動員先で病死した(二〇〇頁参照)。 

 

新制大学の発足と本専攻 

 

新制大学への切り換え時には、教授の網祐次のもとに専任講師として中山時子(四十一年助教授、四十九年教授)が在任し、昭和 

二十七年に頼惟勤が専任講師となった(三十四年助教授、三十九年教授)。この三名で一専攻を維持するに当り、教官人員の手薄さ 

を補う意味もあって、東京教育大学教授小林信明が非常勤講師として長期間勤務し、学生指導の面で多くの尽力を得た。また外国 

人教師としては黎波の出講を請い、今日に至っている。 

昭和三十八年、網の停年退官以後、教官の人事異動が頻発した。ことに大学院設置に際し、本専攻に一講座の増設が認められた 



ため、これに伴う人事も合せて行なわれた。この際、従来の中国文学講座は中国文学講座と中国語学講座の二講座に発展し、専攻 

名も中国文学中国語学専攻と改められた。 

中国文学講座には昭和四十年に、教授として倉田淳之助が京都大学から迎えられ、同年に専任講師として戸川芳郎(四十一年助教 

授)が着任した。四十二年に倉田の停年退官ののち、四十三年に山梨大学から渡辺卓が教授に着任、そして四十六年七月に急逝とい 

う不幸に見舞われた。四十七年に北海道大学から教授として近藤光男が着任し、現在に至っている。一方、戸川が同年に東京大学 

に転じ、代って助教授には四十八年に佐藤保(五十四年教授)が就任した。中国語学講座は頼と中山が担当して現在に至っている。 

なお、本専攻では一時、黒沢秀子が助手を務めた。あとの期間は技術補佐員あるいは教務補佐員を置くが、助手はいない。 

この間、新制大学初期には、独立の研究室にも事欠いたが、昭和二十八年に別館に移り、やや体を成した。人員増に伴い、追々 

と室も与えられ、新しい文教育学部本館に移る直前には、教官研究室一、演習室一、大学院研究室一、学生控室兼図書室一を擁す 

るに至った。学生控室と図書室とを併置する方式は、いまも引き継がれている。 

 

学生の教育・研究 

 

新制大学発足時には学生の入学定員は五名であった。しかし、欠員が生じると二、三名になってしまうので、とくに認められて 

八名を入学させることを例とした。二講座となった際、入学定員は十名に改められ、現在に至っている。一方、大学院生の入学定 

員は、人文科学研究科中国文学専攻として、毎年四名である。 

カリキュラムは、創設期において、ほぼ二講座相当分のものが用意されていたので、終始大変革はなされていない。その大要は、 

中国文学と中国語学の比率をほぼ一対一とし、これに中国哲学一科目を配している。文学と語学のなかは、それぞれ講義・講読・ 

演習・特殊講義に分かれるが、いずれにしても演習に力を注ぎ、学生の読書力の涵養に努めている。ことに文語と口語のいずれを 

も重視し、また現代中国語の訓練をとくに強調する点は、新制大学の使命と目的とによく適合する特色と自認している。大学院に 

おいても、基本方針においては同様であるが、研究の深化とともに、専門に分化するのは当然のことである。 

中国文学を専攻する際に、漢文訓読の訓練をどう位置づけるかについては、現在必ずしも確たる基準があるとはいえない。本専 

攻のカリキュラムにおいても、とくに「漢文講読」といった類のものは設けられていない。一方、現実的には漢文の教師としての 

資格を満たすことが望まれ、また稀薄化したとはいえ、社会一般の漢字および漢文に対する素養に対応して専門家とならなければ 

ならない。さらには、学内の他学科の関連科目としての需要をも充足することも考えなければならない。これらの意味で、カリキ 

ュラムに、正式に漢文訓読を加えるべきかどうかは、百年に際しての本専攻の一課題ということができよう。ちなみに、本専攻内 

に関する限りは、世間の通念で漢文と思われているものも、すべてこれを中国音で読んでいるのであって、かつての漢文科の色彩 

を、相当程度まで脱却しているのである。 

学部学生・大学院生の研究傾向は、年次によって必ずしも一定していない。中国の文語文学を専攻する者、現代文学を研究する 

者、旧時代の口語文学を修める者、そしてまた中国語の語学的習練に重点を置く者など、きわめて多様である。またそれに応じて、 

就職先も、高等学校の漢文教師、商社の中国関係部門、書店の字書編集部員など、これまた多様である。ただ、現状に関する限り、 

大学や研究所関係の職を得にくいことは認めなければならない。 

学生を中心とする研究会としては、創設初期においては、外部の専門学者を招いて講演会を開くことがしばらく続いたが、やが 

て自主的な発表の場が求められ、それが「お茶の水女子大学中国文学研究会」となった。しかしその後の活動は十分とはいえず、 

会報も『中国文学研究会報』および『嚶鳴』が断続的に出たあと、最近は『有瞳』が編集・刊行されている。また学部卒業生と大 

学院生の研究報告の場として「五土会」が結成され、順調に例会を続けている。 

新制大学発足から今日までは、中国としては革命の時期であり、これが中国研究を本務とする本専攻学生にどのような影響を持 

ったかについては、現在なお正確な評価は下し得ないであろう。これはまた、学園紛争時に学生側から出された諸批判が、本専攻 

全体にどのように作用したかということの評価とともに、後世の関係者の記述に委ねたいと思う。 

卒業生の就職状況は決して満足すべき水準に達していないが、ただし、卒業後一定年月を経た時期に、ふたたび研究室に帰って 

研究に努める者が増加しつつあることは、注目されてよいと思われる。公的な大学院制度の定着とともに、それと重なり合って、 

同志的な研究グループがしだいに基礎を固めつつあり、すでに若干の成果をあげはじめている。これは女子大学に独特な研究形態 



とも考えられる。 

 

教官の研究活動 

 

網祐次は六朝文学を専門とし、その論文は『お茶の水女子大学人文科学紀要』のなかに多数見られるが、それを根幹として『中 

国中世文学研究』(昭和三十五年)がある。また『文選(詩篇)』(上・下、共著、昭和三十八―三十九年)、『文選』(昭和四十四年)の著 

書もある。また書は鈴木豹軒に師事した。倉田淳之助は中国文学および書誌学を専門とし、漢籍の分類と弁別においては当代屈指 

である。ことがらの性格上、業績は機関の名のもとに埋没しているが、『京都大学人文科学研究所漢籍分類目録』(昭和三十八―四 

十年)も倉田の著である。同目録完成の時にちょうど本学に着任し、在任中、東洋文庫について『漢籍分類目録・集部』(東洋文庫 

之部)』(昭和四十二年)を編集指導した。また『蘇詩佚注』(上・下、共編著、昭和四十―四十二年)、『黄山谷』(昭和四十二年)など 

の著述に示されるごとく、詩の造詣が深く、自らも詩社を結び作詩家である。戸川芳郎は、本学着任前より中国の訓詁学・文字学 

に興味を示し、独自の経学・思想の研究を進めていたが、在任中は、同志を語らい、金文の講読会を試みるなど積極的に研究活動 

を展開した。成果の一端は訳書『淮南子』(昭和四十九年)に示されている。渡辺卓は、本学着任後、これまでの研究成果を結集中、 

その過程において倒れた。その遺稿は戸川を中心として整理され、『古代中国思想の研究』(昭和四十八年)および『墨子』(上、昭和 

四十九年)となって出版された。なお生前、『孟子』(昭和四十六年)が出版された。近藤光男は清朝の学問と文学を研究の主要テーマ 

とし、多数の著書・訳書・論文があるが、本学着任以後に限っていえば、著書として『戦国策』(上、昭和五十年)があり、論文と 

して「戴震の経学」(昭和五十年)がある。また例えばその著『中国古典詩叢考――漢詩の意境』(昭和四十四年、北海道大学中国詩 

話会の成果)のように、後進を指導してその素質を引き出すことにかけては、人の及び得ぬ才分を示す。佐藤保は中国詩の研究を主 

要研究テーマとするが、最近では『中国文学史』(昭和五十年)のなかの「唐詩」「清詩文」の項目を執筆している。また翻訳として、 

James J. Y. Liee, "The Art of Chinese Poetry"を『新しい漢詩鑑賞法』(昭和四十七年)として出版し、欧米にも視野を広げた中国文 

学研究者である。ほかに論文が多数あり、詩そのものの解釈、あるいは詩集の伝来などについて、新知見を提供している。 

頼惟勤は中国音韻史を専攻し、現代方言・中古音・上古音について文献上の研究を行なったほか天台声明の実地調査に従事した。 

そのほか『史記』の律書の研究など、主論文はほぼ『お茶の水女子大学人文科学紀要』に載せているが、これは網に倣ったもので 

ある。また日本漢学研究にも興味を示す。編著『徂徠学派』(昭和四十七年)は、本専攻出身者有志の協力によるものである。中山 

時子は中国語に抜群の力を持つが、食味についての研究を長く続け、『中国名菜譜』(全四巻、昭和四十九年)、『随園食単』(昭和五 

十年)の監訳者として、これまた本専攻有志を糾合して、この成果をあげた。 

 

Ⅲ 英文学英語学専攻 

 

沿革 

 

文学科英文学英語学専攻(通称英文科)は、昭和二十四年新制大学発足とともに誕生した。旧制の時代には、短期間(明治三十九― 

四十二年)第六臨時教員養成所英語科が設置されたほかは、英文科・英語科は置かれなかった。しかし一般英語の教官としては、津 

田梅子(在籍明治十五―三十二年)、武田錦子(明治二十二―大正二年)、岡田美津子(明治三十八―昭和七年)、近藤いね子(昭和十六― 

十七年)などの女性、斎藤勇(大正四―十二年)、豊田実(大正十―十三年)、佐藤清(大正十二―十三年)、本多顕彰(昭和二―八年)、中 

野好夫(昭和八―十年)などの人材が籍を置いていた。 

発足当時の英文科は、講座数二(英文学および英語学)、学生定員十五で、附属高等学校校舎内に研究室と教室とを持っていた。 

教授陣は、気象技術官養成所から木原研三が発足時より従来の教官に加わり、次の構成であった。教授は曾根保・津田芳雄、助 

教授は北沢竜太郎・木原研三(昭和三十四年教授)、専任講師は西崎一郎(四十年教授)・伊吹知勢(二十八年助教授、三十八年教授)。 

ほかに附属高等学校からの併任の講師として木村ふみ、石渡篤子。 

東京女子高等師範学校時代は津田芳雄が中心となり、新制大学移行の際の英文科設置にも大いに尽力したが、大学発足とともに 

曾根保が主任となった。しかし曾根は昭和二十四年末頃より出講不可能になったため(二十八年退官)、二十六年に若手教官たちの 



要望により、東京大学から教授として松浦嘉一が招かれた。松浦は法政大学予科、東京高等学校の教授も歴任、まじめな人柄と、 

深い学識に支えられた授業を、いまなお懐かしむかつての教え子も多い。 

昭和二十七年に北沢竜太郎が家業を継ぐべく辞任のあと、茨城大学からの滝沢敏雄が助教授(三十七年教授)として加わり、十八 

世紀小説、現代劇などの授業で親しまれたが、三十七年夏、休暇中に大学からの帰路急逝した。 

昭和三十一年十一月、津田芳雄が停年を待たずして共立女子大学短期大学部に転じ、同年に東京大学から鍋島能弘が教授に迎え 

られた。鍋島は以前に長く学習院で教授を務めた温厚な人柄であった。三十三年には、東京大学博士課程第一回生の野島秀勝専任 

講師(三十八年助教授、五十一年教授)が就任した。松浦嘉一の時代には、スタッフの手薄からアメリカ文学まで手が回らなかった 

が、鍋島能弘はアメリカ文学への関心も強く、また時代の要請もあって、三十八年にアメリカ文学講座が増設され、この年十月に 

金沢大学から助教授として酒本雅之(五十一年教授)が迎えられた。 

また、これより前、滝沢敏雄の死後、昭和三十八年に、当時 NHK に勤務していた長谷川潔専任講師(四十二年助教授、五十年教 

授)を迎え、時事英語と実用英語の面を強化した。 

昭和四十一年から四十四年は、大学全体の拡張期であった。四十一年に大学院人文科学研究科(修士課程)が設置され、英文学・ 

米文学・英語学の三講座より成る英文学専攻の課程が置かれた。入学定員は八名である。本学出身者のみならず、他大学からの志 

願者も多い。学部においても、学生の入学定員は、長く十五名(ただし志願者が多いため実際には二十名内外入学させていた)であ 

ったが、四十三年度に二十名、翌四十四年度には三十名となった。 

英文科発足当時、所蔵図書はまことに貧弱であったが、その後図書購入費もかなり増え、担当者の努力と相まって、現在ではか 

つての数十倍の蔵書数に達している。昭和四十七年には文教育学部の本館が完成し、英文科も二十年以上の附属高等学校での間借 

り生活から解放された。 

昭和四十三年に西崎一郎が停年退官したのち、東京教育大学から外山滋比古が教授として迎えられた。そして同年に鍋島能弘は 

インディアナ大学客員教授として招かれて退官した。 

昭和四十四年に一般教育英語教官の定員一名増があったため長谷川潔がこれに当り、新たに英語学講座に専任講師として国学院 

大学から宮川幸久(四十六年助教授)が迎えられ、さきに鍋島能弘退官後一名欠員になっていた米文学講座には、四十五年に専任講 

師として本学英文科三十四年卒の海老根静江(五十二年助教授)が加わった。四十七年伊吹知勢の停年退官とともに島根大学から森 

亮が教授に迎えられた。また四十九年には、アメリカのワシントン大学助教授池田摩耶子が「日本語・日本事情」担当の助教授(五 

十六年教授)として着任、籍を英文科に所属させて、留学生の指導に当っている。 

昭和五十一年度以降には、富山太佳夫、長命俊子、小池美佐子、西尾道子、今西(旧姓寺津)典子が、新たに本学科の専任教官と 

して着任した。また森亮、長谷川潔、長命俊子、小池美佐子が転出、退官した。 

外国人教師としては昭和二十五年から二十八年までダラー(Darragh)、二十八年から三十三年までＪ・Ｇ・ミルズ(Mills)が在任し 

たあと、Ｐ・ガードナー(Gardner)、Ｊ・Ｅ・ラガッツ(Ragatz)を経て、三十五年から今日までＪ・Ｃ・ルイス(Lewis)が英会話と 

英作文を指導している。 

歴代の英文科出身の助手は次のとおりである。北野(旧姓小口)幸子、原沢(下村)知子、土屋(南方)順子、海老根(平野)静江、羽田 

陽子、楠本(長島)市子、篠塚久美子、今井佐智子、田中(本多)公美子。 

 

教官の研究活動 

 

曾根保はブラウニング研究家で、著書に「英米文学評伝叢書」中の『ブラウニング夫妻』(昭和十四年)のほか、ブラウニング伝 

の翻訳、ブラウニング関係の編著がある。松浦嘉一は若くしてアリストテレスの『詩学』を翻訳、その後シェイクスピア、形而上 

詩人、英国史などに関心を持ち、その方面の業績があるが、本学在任中に刊行されたものにＡ Study of the Imagery of John Donne,  

1953.がある。昭和二十一年の学位取得の際の論文を基にしたものである。本学部紀要論文には「現代英詩論の逆行」(昭和二十九 

年)、Donne's vision of and outlook on the outside world, 1955.がある。最晩年にはサン・ジョン・ペルスの Anabase の翻訳と評 

釈を発表している(昭和四十三年)。滝沢敏雄には論文 Lady Montagu as a periodical essayist, 1953,「泉を護る者――中世に於ける 

イギリス庶民院議員の社会的出自について」(昭和三十二年)がある。鍋島能弘は英米の新しい批評理論、文体論に関心深く、著書 



に『文体美学』(昭和三十七年)がある。アメリカ文学については『アメリカ文学史』(昭和三十一年)、『ホイットマンの研究』(昭和 

三十四年)、そのほか多くの論文、訳書がある。西崎一郎には「英米文学評伝叢書」中の『J・トムソン』(昭和十四年)のほか、ロマ 

ン派、ハーンなどに関する論文、アメリカ文学の翻訳がある。伊吹知勢は英国小説、ことにオースティン、ブロンテ姉妹、G・エ

リオット、V・ウルフなどの英国女流作家の研究を専門とし、Sense and Sensibility の翻訳(昭和二十七年)、Pride and Prejudice 

の翻訳(昭和四十四年)、「二十世紀英米文学案内」中の『マンスフィールド』(昭和三十一年)の中の伝記の章、オースティンおよび 

ウルフに関する紀要論文などがある。木原研三は「英文法シリーズ」の『呼応・話法』(昭和三十年)を執筆、その後 The Kenkyusha 

Dictionary of Current English Idioms, 1964,『英文法辞典』(昭和四十年)、『英語表現辞典』(昭和四十年)、『三省堂英和コンサイ 

ス』(昭和五十年)など、多くの辞典の編集に参加、アーロンシュタイン『英語文体論』の翻訳(共訳、昭和四十九年)もある。外山滋 

比古は、シェイクスピアに関する論文を発表したのち、独創的な文学理論を含む『修辞的残像』(昭和三十六年)、『近代読者論』(昭 

和三十九年)、『ホモ・メンティエンス』(昭和四十六年)、『日本語の論理』(昭和四十八年)、『エディターシップ』(昭和五十年)、『日 

本語の感覚』(昭和五十年)などの著書を次々に世に問い、かつて月刊誌『英語青年』の編集経験(昭和二十六―三十八年)を生かして、 

月刊『英語英文学世界』を創刊した(昭和四十一年)。その幅広い発言は、英語教育、女性問題、俳文学などにも及んでいる。森亮 

は西洋へ詩の翻訳に最も関心を持ち、ことに訳詩『ルバイヤッ卜』(昭和十六年、復刻版・昭和四十九年)は名訳とされている。時 

事英語の長谷川潔は、とくに英作文、日本文学の英訳に力を注ぎ、紀要論文、諸雑誌に発表した論文が非常に多い。単行書として 

は『英作文の指導法』(昭和四十四年)、『英語の発想と表現演習』(共著、昭和四十七年)、『日本語と英語―その発想と表現』(昭和 

四十九年)がある。また「ラジオ・テレビの英語」(昭和四十二年)は他に類の少ない論文である。野島秀勝には『美神と宿命』(昭和 

三十七年)、『エグザイルの文学』(昭和三十八年)などの現代英文学研究、中世ロマンスからシェイクスピアの道化までを扱った論文 

集『近代文学の虚実』(昭和四十六年)、さらに『ノーマン・メイラー』(昭和四十六年)ほか、論文が多い。また『誠実の逆説』(昭 

和四十八年)をはじめ、現代日本文学に関してもきわめて活発に多くの批評・論文を発表している。酒本雅之は十九世紀アメリカ文 

学を専門とし、『アメリカ・ルネッサンス序説』(昭和四十四年)、『アメリカ・ルネッサンスの作家たち』(昭和四十九年)、『二十世 

紀アメリカ小説覚え書』(昭和五十年)、『支配なき政府――ソーロウ伝』(昭和五十年)などの著書、『草の葉』(全三巻、共訳、昭和 

四十四―四十六年)、『エマソン論文集』(全二巻、昭和四十七―四十八年)、『D・H・ロレンス アメリカ古典文学研究』(昭和四十 

九年)の訳書、また現代小説の翻訳もいくつかあり、精力的にその業績を世に問うている。宮川幸久には「語群の構造と種別」(昭 

和四十二年)、「同格の問題」(昭和四十八年)、そのほかの論文があり、海老根静江には、「『黄金の盃』の構造」(昭和四十四年)、 

「R. P. Blackmur の批評」(昭和四十七年)、「Henry James の中心的主題――四つの長編をめぐって」(昭和四十九年)がある。池田 

摩耶子には、米国人学生をおもな対象とした共著 Basic Japanese for College Students,1964,『外から見た日本語』(昭和四十三年)、 

『日本語再発見』(昭和四十八年)がある。 

 

学生の教育・研究・その他の活動状況 

 

英文科創設当時の入学案内を見ると、学生に対し高度の読解力、講義などを聞きとる英語の能力、ある程度の古典的教養が求めら 

れている。一般に国際交流が盛んになった今日では、聞き話す英語力の強化が要請され、本専攻でも LL の導入や ITC(Intensive  

Training Course の略称。フォード財団の基金による英語だけを使用言語とする二週間の集中訓練を含む二百時間の研修。本学は 

昭和四十五―四十七年に参加した)の合宿など、その面での教育も進んだが、基礎的な教養、確実な読解力など、各人将来の研究に 

つながるオーソドックスな教育を方針とすることにおいて一貫している。 

履修する科目の単位数は、他学科学生と同じであるが、単位数を半分に算定される演習が多いため、他学科学生よりも出席すべき 

授業の実際の数は多く、とくに一般教育科目も取らなくてはならない一、二年生は多忙である。 

卒業論文は英語で書くことになっており、教官・学生ともに苦労するが、入試競争率が高く、比較的優秀な学生が揃っていること、 

第一学年から専門科目が組み込まれていること、ある程度少人数教育が維持されていることなどから、いちおうのレベルは保たれ 

ている。ほとんど手を加えずに学術雑誌に掲載された論文もある。初期に比べると現代文学への関心が高まり、とくにアメリカ文 

学を対象とする者の数が増えた。 

必修の専門科目は、英文学演習Ⅰ―Ⅷ、英語学概論、英文学史、英文法演習、英作文演習であり、選択科目として、英語音声学、 



英作文演習、英文学概論、アメリカ文学史、英文学特殊講義、英語学特殊講義、英会話演習がある。関連科目には、言語学概論、 

ギリシア語、ラテン語、英米事情、独文学演習、仏文学演習が置かれている(最後の二科目は四十三年度以降)。 

卒業後はほとんどが就職または進学する。就職先は教職、公務員関係、一般企業(とくに航空会社、銀行)などで、昭和四十八年頃 

から教職が増える傾向を見せている。 

進学は毎年一割内外で、大学院設置以降は、東京大学や都立大学へ進む者と本学大学院に進む者とはほぼ同数である。四年間の学 

部在学中、また大学院在学中に、スカラシップないし私費で留学する者が少数あり、また夏休みに英会話を身につけるために海外 

旅行する学生が出て来たことは、以前には見られなかった現象である。 

昭和五十年三月現在の英文学英語学専攻の卒業生総数は約五百名である。女性特有の事情から、卒業当時の仕事をそのまま続ける 

人は限られているが、公務員関係、一般会社で仕事に残る者もいくらかあり、とくに高等学校、中学校の教師になった場合は仕事 

を続ける場合が多く、一度退職したのち、非常勤あるいは常勤として復帰する例もかなり多く見られる。 

大学院に進学した者はほとんどすべて研究職に就くことを希望する。本専攻卒業生が職を得ている大学には、共立女子短期大学、 

鶴見大学、お茶の水女子大学、成蹊大学、法政大学、日本体育大学、実践女子短期大学、岐阜女子大学、ハワイ大学などがあり、 

京都大学、中央大学、武蔵大学などで非常勤講師をしている卒業生もある。 

 



英文科の学部学生の雑誌として『ヘリコン』があり、昭和四十七年に二十三号を出したが、以後刊行されていない。大学院卒業 

生および在学生によってつくられている『えちゅーど』は四十四年に創刊され、五十年に第五号が出された。同人の専門的研究の 

発表の場を提供している。 

 

Ⅳ 仏文学・仏語(仏文学仏語学専攻) 

 

沿革 

 

旧制の時代にフランス語の授業はなかった。したがって、お茶の水女子大学が発足した昭和二十四年が、本学における仏語事始 

の年となる。といっても、一般教育科目としての外国語のなかにフランス語が加えられたというだけであり、専門課程の講座が開 

設されたわけではない。専任教官も長いあいだ置かれなかった。授業はすべて非常勤講師によって行なわれ、記憶されるべき初代 

講師は、学習院大学教授の鈴木力衛であった。二十五年から、笹森猛正、小泉清明、田島譲治、井上九一郎、〔辻〕昶の各講師が順 

次本学の教壇に立ち、三十八年に至ってようやく専任講師中川信(四十年助教授、四十八年教授)が招かれた。この時期までの仏語 

履修状況は、第一学年一クラス(途中から二クラス)、第二学年一クラス、第三・四学年一クラスで、合計わずか四クラスに過ぎな 

かった。その後四十三年に石川宏専任講師(四十五年助教授、五十七年教授)が二人目の専任教官として迎えられ、またその年から、 

それまで隔年開講であった外国人講師による仏語会話の授業も毎年行なわれるなど、しだいにカリキュラムの整備が進んだ。それ 

につれ、フランス語を選択する学生の数は年を追って増加し、現在では、第一学年と第二学年が各四クラス、第三・四学年が二ク 

ラス、それに仏語会話二クラスで、合計十二クラスにまで増えている。 

本学に大学院修士課程が設置された昭和四十一年、その一環として「独文学・独語、仏文学・仏語」講座(一講座)が認められた 

が、独仏合せて一講座であること、学部に専攻課程を持たないことなどの理由から、残念ながら仏文学・仏語学専攻の学生を養成 

することができなかった。しかし、ようやく五十一年には、仏文学・仏語学専攻課程(学生定員一学年五名)が文教育学部に設置さ 

れ、同時に中村弓子が専任教官として迎えられ、五十二年にはシャンタル滝野が外国人教師として招かれた。 

この間本学で教鞭をとった非常勤講師は、市原豊太、岩崎力、小池健男、後藤展男、河内清、広田昌義、山辺雅彦、内田雄一、 

川村克己、加納晃、松原秀一、宮治弘之である。また、二十八年の初代外国人講師 A・M・ミルズ(Andrée Michèle Mills)以来の歴 

代講師陣は、M・Y・Y・ホエツカ(Maria Yuri Yanina Chojecka)、F・J・A・モレシャン(Françoise Jacqueline Andrée Moréchand)、 

A・K・ノット(Annie Kiuchi Notto)、M・B・ロイック(Madeleine Baranger Loïc)である。 

 

教官の研究活動・学科の現状 

 

中川信の専攻は、フランス十八世紀啓蒙思想(とくにヴォルテール)で、『寛容論』(昭和四十五年)、『哲学書簡』(昭和四十五年)な 

どヴォルテール関係の翻訳・研究が多いが、近年は La Vie de Mme Riccoboni et sa sensibilité, 1974.などリコボーニ夫人関係の論 

文を精力的に発表している。石川宏はフランス十九・二十世紀小説を専門とし、Mémorierrt recreation du passé chez  

Stendhaldansla “Vie de Henry Brulard”1968,「ロジェ・ヴァイヤン伝記ノート」(昭和四十八―五十年)などの論文があり、『ス 

タンダード和仏辞典』(昭和四十五年)の共編者でもある。 

 

Ⅴ 独文学・独語 

 

旧制の時代 

 

昭和十二年に体育科の各学年に週二時間のドイツ語が置かれて、非常勤講師の池田さき(のちに曾根姓となる)が担当し、十八年 

から山際正道に交代したが、文科では十九年四月に第三・四学年にドイツ語が置かれて、同年六月まで藤田が担当した。しかし、 

勤労動員に出ることになったので、授業は行なわれなかった。 



昭和二十一年からは正常の授業が行なわれて、ドイツ語の授業は理科第二学年から第四学年までを山際が、体育科第一・二学年 

を藤田が、第三・四学年を山際が、文科では第三・四学年を山際が担当したが、家事科ではドイツ語の授業は行なわれなかった。 

二十二、二十三年の状況はあまり明瞭ではないが、ほぼ同様であった。なお、ドイツ語は体育科では必修だったが、他科では選択 

科目となっていた。 

 

新制大学の発足と独文学・独語 

 

昭和二十四年に新制の大学になった時には、小池堅治がドイツ語を担当し、文教育学部(以下「文」と略記)のクラスと、理学部(以 

下「理」と略記)と家政学部(以下「家」と略記)の合併クラスとの二クラスに分かれており、第一学年、第二学年ともそれぞれ週四 

時間ずつ、計八時間(八単位)履修することになっていた。二十七年から志田麓が専任講師(三十一年助教授、四十二年教授)となり、 

同年度は前年度と同じクラス編成であったが、文・理・家政ともクラスの履修者数がそれぞれ百名以上なので、分割する必要に迫 

られて、二十八年度には文ⅠA(二)、文ⅠＢ(二)、文ⅠＡＢ(二)、理家Ⅰ(四)、文Ⅱ(四)、理家Ⅱ(四)とし、別に全Ⅲ・Ⅳ(二)(カッコ 

内は週の時間数)のクラスも設けた。二十九年度には文ⅠＡ、文ⅠＢを完全に分割して、それぞれ週四時間とし、三十年度から初級 

のクラスだけ週六時間として、基礎学力の充実を図った。またクラスの人数がなるべく平均するように、家Ⅰを理Ⅰから離して文 

ⅠＢと合併した。昭和三十七年度には合併クラスを解消して、第一学年は文・理・家政それぞれ週六時間、第二学年は文・理・家 

政それぞれ週四時間としたが、三十八年度からさらに文Ⅰ、理ⅠをそれぞれＡ、Ｂ二クラスに分割した。 

昭和二十七年に志田麓がドイツ語の専任教官として着任してから、十五年間専任教官はただ一名だったが、四十三年に新潟大学 

から助教授として杉本正哉(五十三年教授)を迎えて、ようやく専任教官が二名となった。 

昭和五十一年度以降は、五十四年に志田が停年退官したのち、小川超(五十五年転出)、石丸昭二が新たに本学科の専任教官とし 

て着任した。 

また、クラス編成においては、昭和四十三年度から文Ⅱ、理ⅡともそれぞれＡ、Ｂ二クラスに分割し、四十五年度から家ⅡもＡ、 

Ｂ二クラスに分割して、今日に至っている。全Ⅲ・Ⅳのクラスは二十八年度以降引き続き置かれて、第一学年の初級クラス、第二 

学年の上級クラスに対して、高級クラスとなっているが、四十四年度から別に独文学演習(二)が新設された。さらに四十九年度か 

ら独語高級がＡ(文Ⅲ・Ⅳ)、Ｂ(理家Ⅲ・Ⅳ)に分割され、五十年度から独文学演習が大学院人文科学研究科の独文学特論を兼ねるこ 

とが認められた。 

なお、非常勤講師としては、横溝政八郎、吉田孚、杉浦博、野村〔琢〕一、〔辻〕理、内垣啓一、横溝節男、小川超、丸山匠、原 

田武雄、上野修、三光長治、岡田珠子、浜田絢子、井原恵治、宮原朗、上野理子、山村直資、新田春夫、飯島智子、松尾直美、星 

野慎一、大森道子、渡辺勝、喜多尾道冬に出講を委嘱した。 

昭和三十一年度から外国人講師による独会話の時間が設けられ、四十三年度まで仏会話の時間と隔年に開講された。四十四年度 

以降は独会話、仏会話ともに毎年開講されている。三十一年に H・ビューヘレ(Hanna Buechele)、三十三年にＣｈ・エヴァスマイ 

ヤー(Christiane Eversmeyer)、三十五年に S・シュミット(Stefi Schmidt)、三十七年に I・ヴェント(Ingeborg Wendt)、三十九年 

に K・ヴィノクーロウ(Katherina Winokrow)、四十一年に G・ハーシュ(Giesela Haasch)、四十三年に I・タカハシ(Inge Takahashi)、 

四十四年に U・コダイラ(Uta Kodaira)、四十五、四十六年に E・シュテｨルンベルク(Eva Stirnberg)、四十七、四十八年に E・ウ 

ンターベルガー(Erika Unterberger)、四十九、五十年に E・ラウ(Edith Rau)に出講を委嘱した。 

 

教官の教育・研究活動 

 

フランス語は三十八年に専任教官が着任するまで、非常勤講師だけだったので、志田がフランス語の世話も引き受けていた。志 

田が着任後まず着手したことは、ドイツ語の授業を効果的に行なって、学生の語学力を向上させるために、一クラスの人数を四十 

名から五十名程度に分割することであった。そのためには非常勤講師の枠を増加する必要があったが、短期間のうちに実現するこ 

とは困難であった。しかし、幸い教官たちの理解ある態度に支援されて、徐々にクラスの分割が行なわれ、およそ二十年間で各ク 

ラスが語学教育に適した人数となり、学生たちの熱意や努力と相まって、本学学生のドイツ語の語学力が増進することとなった。 



昭和三十二年度から従来の一般教育の文学を文学Ⅰ(国文学)、文学Ⅱ(外国文学)に分けて、文学Ⅱは英文学と独文学を隔年に開講す 

ることとなり、同年度は志田が担当してドイツ文学史を講義し、同年度以降、仏文学が加わるまで、英・独交代で担当した。 

専任教官の研究活動としては、文学Ⅱ、独文学演習、大学院の独文学特論のための研究のほか、専門分野の独文学の研究として 

紀要などに発表したものを、次に抜粋して列記する。 

志田麓の主要業績としては、「ドイツ浪漫主義文学に現われた女性の研究」(昭和三十二年)、「ドイツの詩の抑揚とリートの韻律 

――ロマン派歌曲を中心として」(昭和三十六年)、「ドイツ・ロマン主義の立場」(昭和三十七年)、「ヴィルヘルム・マイスターに対 

する初期ロマン派の態度――ノヴァーリスと F・シュレーゲルの立場」(昭和三十九年)、「ゲーテの『マイスター』と抒情詩」(昭和 

三十九年)、「アイヒェンドルフとメーリケ」(昭和四十二年)、Die Naturanschauung in Bashōs “Okunohosomichi”――Im 

Vergleich mit Goethes „Italienischer Reise‟, 1968.などがある。杉本正哉の主要業績としては、「グライフェン『湖の代官』 

――Gottfried Keller の範例的人間像の問題を中心として」(昭和三十六年)、「ケラーの『ディーテゲン』・作品の解釈と一八七〇年 

代の作者の姿勢についての一考察」(昭和四十年)、「ケラーの『失われた笑い』――作品の『傾向』の問題を中心として」(昭和四十 

一年)、「ケラーの『村のロメオとユリア』」(Gottfries Kellers „Romeo und Julia auf dem Dorfe”.)(昭和四十八年)、Gottfried Kelle 

„Sinngedicht‟――Zur Erhellung der zyklischen Einheit des Werkes, 1976.などがある。 

 

第六節 教育学科 

 

Ⅰ 教育学専攻 

 

旧制の時代 

 

女子の教員養成機関として発足した歴史から、教育に関する科目は明治八年の東京女子師範学校開校以来設けられていた。東京 

女子師範学校の時代は「教授法」が総括の名称であり、「教育論旨」はその内容の一部とされていた。明治二十三年に女子高等師範 

学校となってからは、全体の名称も「教育」となり、さらに三十二年の学科課程の改正に際しては「教育学」と呼ばれるようにな 

った。この教育学のなかには、教育史、応用心理学、論理学大意、教育原理、教授法、保育法、管理法・教育法令、教育学教授法、 

実地練習などの授業科目が含まれていた。 

この明治三十二年にこれまでの「教育」から「教育学」へと名称を改めたことは、教育についての講義をそれ以前の経験的実務 

的のものから、学問的なものに引き上げるという意図を示すものであった。この年東京帝国大学文科大学の大学院の課程を終った 

下田次郎は、女子高等師範学校教授に任ぜられ、ただちに女子教育および教育学研究のため三年間の欧米留学に出発した。帰国後、 

下田は女子高等師範学校の教育学を担当し、昭和十二年の退官まで女子教育の代表的理論家として活躍した。また、明治三十七年 

には吉田熊次が女子高等師範学校教授兼東京高等師範学校教授として発令され、この場合もただちに三年間外国に留学した。帰国 

後は東京帝国大学文科大学助教授に任用されたが、その後も併任の教授として修身・倫理の授業などを担当した。大正二年東京女 

子高等師範学校に新たに女子教育研究部が設けられ、「本校及附属学校幼稚園ノ教育ノ改善ニ資スルタメ女子教育ニ関スル諸般ノ研 

究調査」を行なうこととなったが、この女子教育研究部の主任となったのは、併任教授の吉田熊次であった。この女子教育研究部 

は大正十二年の関東大震災以後は『東京女子高等師範学校一覧』にも見られなくなるので、およそ十年ほどの期間存在したものと 

見られる。なお吉田熊次は大正五年に併任の教授から非常勤の講師となったので、それ以後の女子教育研究部主任は倉橋惣三が引 

き継いでいる。倉橋惣三は明治四十三年から講師として東京女子高等師範学校に関係を持ち、大正八年からは幼稚園主事となり、 

わが国の幼児教育の代表的理論を展開し、第二次大戦後は家政学部に児童学科を創設し、昭和二十七年にお茶の水女子大学を退官 

した。これらの人びとのほか、昭和に入ってから、お茶の水女子大学の教育学科が成立する以前の東京女子高等師範学校の教育学 

担当者には、菅原教造、北沢種一、古川竹二、堀七蔵、中沢伊与吉、倉沢剛、石川謙、それに講師として周郷博、吉田昇の名が見 

られる。このうち石川謙以下三名はお茶の水女子大学の教育学科の関係者となったのでのちに言及する。 

 

教育学科の創設と本専攻 



 

旧制の時代には教育学関係の講義はあったが、それは共通科目として行なわれただけで、教育学科という学科はなく、教育学を 

専攻する生徒もいなかった。昭和二十四年にお茶の水女子大学が発足するに当って、はじめて本学に教育学科を置く構想が実現し 

た。この場合制度としての教育学科は、教育学・体育学・音楽教育学の三つの専攻を含む学科であった。体育学と音楽教育学のそ 

れぞれについては、別項に記述があるので、ここでは教育学科のなかの教育学専攻に限って述べることにする。 

創設当初の教育学専攻は四講座であった。第一講座は教育学・教育史、第二講座は教育心理学、第三講座は教育社会学・教育行 

政、第四講座は教育課程・教育方法となっていた。第一講座を担当し、教育学科主任として企画・立案に当ったのは石川謙であっ 

た。石川謙は昭和十三年に法政大学から迎えられて東京女子高等師範学校教授となった。専門は日本教育史で、近世庶民教育の研 

究、往来物の研究で知られている。第一講座の助教授には群馬大学から西洋教育史を専攻していた岩崎喜一(三十三年教授)が就任 

した。第二講座の教授は心理学の波多野完治であった。この講座の専任講師には、東京学芸大学から招かれた小口忠彦(三十二年助 

教授、四十三年教授)が就任した。第三講座の教育社会学は、十六年に講師だったことのある周郷博が教授として、第四講座は、同 

じく十六年から引き続いて講師であり、二十年から東京女子高等師範学校教授となっていた吉田昇が助教授(三十三年教授)として 

講義を担当した。なお第四講座には助教授として、生活指導を専門とする宮坂哲文も、東京外国語大学から迎えられた。このほか 

附属高等学校長として迎えられた関野豊三、中学校長の内田安久、小学校長の武田一郎がそれぞれ教育学関係の授業を受け持った。 

研究室ならびに専門の講義のための教室は附属小学校の二階の四室の間借りであった。研究も授業も子供たちの喧騒に悩まされ 

ることが多かったが、創設の課題を背負って教官は専攻の学生を相手に熱心に授業を行なうことになった。学科の助手は最初は中 

島瑞子で、やがて渋川久子に代った。新設の学科であるために、教官が研究上必要とする図書も揃わず、心理学の研究のための実 

験室もなく、施設のうえでは恵まれているとはいえなかったが、そうした不足を熱意が補っていた。 

教官は学科の専門の授業を受け持っほか、教職課程の講義を担当していた。さらに、東京女子高等師範学校の卒業生で教職に就 

いている者に対して、認定講習も行なった。また、創設当初には通信教育部を置いて、東京女子高等師範学校の卒業生に幅広く大 

学の単位を与えようとする構想もあった。二十七年の『お茶の水女子大学一覧』には、通信教育部として部長石川謙のほか、教授 

の波多野完治、周郷博、牛島義友、助教授の吉田昇、岩崎喜一、宮坂哲文、専任講師の小口忠彦という組織が記載されている。し 

かし、この通信教育部の構想は、単なる構想にとどまって実現しなかった。 

 

創設期の教官の研究活動 

 

教育史の石川謙は、昭和十三年『石門心学史の研究』を著わした。この研究は十四年に帝国学士院の恩賜賞を受け、十六年には 

文学博士の学位を授与されることとなった。東京女子高等師範学校に着任以後も近世の教育史研究を精力的に続け、戦後は近世の 

庶民教育の教科書である往来物の研究に主力を注いだ。『女子用往来物分類目録』(昭和二十一年)ならびに『庭訓往来についての研 

究』(昭和二十六年)の公刊や、石川が会長であった日本教育史学会の紀要に執筆した多くの論文は、この時期の研究の成果であっ 

た。この研究と関連して、近世の藩校や寺子屋の学校としての発達を扱う研究も進められ、『学校の発達』(昭和二十六年)が刊行さ 

れている。同じく教育史の専攻であった岩崎喜一は、すでに群馬師範学校在任中に『ペスタロッチ研究』(昭和二十二年)を公刊し 

ていたが、本学に着任した頃は、ペスタロッチとの関係でヘルバルトの研究に力を注ぎ、二十七年には論文「ヘルバルトの世界の 

美的表現について」「陶冶の表現的構造」「ペスタロッチの文化哲学」を発表している。 

第二講座の波多野完治は、本学に着任してからすでに戦前に刊行していた『児童心性論』(昭和七年)や『文章心理学』(昭和十年) 

の新版を公刊したほか、『視覚教育論』(昭和二十四年)、『現代文章心理学』(昭和二十五年)、『児童心理学と児童文学』(昭和二十五 

年)などの公刊を行なっている。同講座の小口忠彦は『創造的思考の心理学』(昭和二十九年)、『才能と性格』(昭和三十二年)を公刊 

し、その後の研究の基礎を確立した。 

第三講座の周郷博は『教育社会学』(昭和二十六年)を著したほか、トーリスやリードの翻訳の公刊も行なっている。 

第四講座の吉田昇は『学習と指導』(昭和二十五年)、『教育方法論』(昭和二十七年)を公刊したほか、「明治以降におけゐ女子教育 

論の変遷」(昭和二十二年)の論文があり、宮坂哲文は『禅における人間形成』(昭和二十二年)の公刊後、ホームルーム研究』(昭和 

二十四年)、『特別教育活動』(昭和二十五年)、『生活指導』(昭和二十九年)を刊行し、生活指導の研究を進めていた。 



 

学生の教育 

 

本学の教育学科創設に際して、教育学専攻の学生入学定員は二十名であった。これら学生の教育に当って主として目指されたこ 

とは、教育学の研究者の養成であった。教育の研究は第二次大戦後に分化が進んだが、その一方では教育の研究としてきわめて重 

要な総合的視点が見失われようともしていた。その弊に陥らないようにするため、教育学専攻の教育課程として必修単位が幅広く 

置かれていた。教育学概論、日本教育史、西洋教育史、教育心理学、教育社会学、教育課程論、教育制度の計二十四単位が教育学 

科教育学専攻共通の必修であった。こうした共通必修の制度によって、広い教育的視野を身につけさせるとともに、すべての学生 

がすべての専任教官の講義を聞くことによって、多様な研究の方法を学ぶように配慮されていた。このような共通理解があったの 

で、教育学科教育学専攻としての一体感が強く、専門分野の別によって生じる異和感は少しも感じられなかった。 

このほか、教育方法の授業科目には実験・演習が設けられ、授業の観察や施設の見学などが取り入れられたり、日本教育史の場 

合も、岡山県の閑谷藩黌の遺跡に見学旅行が行なわれるなど、教育上の配慮が見られることも特色となっていた。また、女性研究 

者の適職のひとつに司書の職があるのではないかということで、図書館短期大学の岡田温を非常勤講師として図書館学の講義も置 

かれたが、これはやがて非常勤講師の単位だけでは資格を取るには不足であることがわかって、数年の試行で終った。 

 

大学院修士課程成立以前の変遷 

 

教育学科の主任石川謙が昭和二十七年に文教育学部長になるとともに学科主任は波多野完治に代った。 

二十九年には宮坂哲文が東京大学に転出し、その後任助教授として東京学芸大学から宮田丈夫(三十九年教授)が三十年に着任し 

た。宮田は、長岡女子、福島の各師範学校の教官などを歴任し、教育課程、学級経営の研究を進めていた。同じ三十年には、教育 

学科の第五講座として視聴覚の学科目が増設され、文部省から坂本越郎が教授として着任した。坂本は東京大学心理学科を卒業し 

たのち、文部省に勤務し、この時は社会教育局視聴覚課の職にいた。坂本は視聴覚の研究よりもむしろ『雲の衣裳』(昭和六年)、『海 

泡集』(昭和十一年)、『夜の構図』(昭和二十三年)などの作品をもつ詩人(筆名阪本越郎)として知られていて、そうした点でも教育学 

科に彩を添えた。 

昭和三十二年に、教育学専攻の創設に貢献した石川謙が停年退官した。この年波多野完治が文教育学部長となった。また、この 

年に附属小学校長であった武田一郎は北海道学芸大学長に選出され、本学を離れた。後任には、岡山大学から坂元彦太郎が三十三 

年に教授として着任した。 

昭和三十三年、岩崎喜一は病のため逝去。その直前教授となったが、東京文理科大学に提出中であった学位請求論文の審査は中 

途で終った。遺稿は『ペスタロッチの人間の哲学』(昭和三十四年)と題して刊行された。 

空席となった第一講座の後任の選考が行なわれたが、結局第三講座の周郷博が配置換えとなった。その後、後任の人事が進めら 

れ、三十五年には教育社会学専攻の専任講師として国立教育研究所員の河野重男(三十七年助教授、四十四年教授)が着任し、教育 

史担当の専任講師として、三十七年に駒沢大学講師であった宮坂広作(四十一年助教授)が教育学科に迎えられた。関野豊三は三十 

九年に停年退官となり、その後任の専任講師として教育行政を専攻する国立教育研究所員の森隆夫(四十二年助教授、四十九年教授) 

が四十一年に着任した。この時期に助手は渋川久子から井上(旧姓北野)誠子に代った。ここまでが大学院設置に至るまでの教育学 

専攻の教官の変遷である。 

 

修士課程の設置 

 

昭和四十一年に修士課程が設置された。教育学専攻の構成も正式の講座制によることとなった。講座の名称と、それらを担当す 

る当初の教官は、次のようであった。第一講座教育学・教育史(周郷教授・宮坂助教授)、第二講座教育心理学(波多野教授・熊野〔旧 

姓大野〕和子助手)、第三講座発達心理学(小口助教授)、第四講座視聴覚教育(坂本教授)、第五講座教育社会学・教育行政(坂元教授・ 

河野助教授・森講師)、第六講座教育課程・教育方法(吉田教授・宮田教授)。修士課程の学生入学定員は十二名、学部学生の入学定 



員は当初は従前どおり二十名であったが、四十四年度からは二十八名となった。 

修士課程の設置に際して、教育心理学のほかに発達心理学の講座が置かれ、視聴覚講座の担当者も心理系であったことから、教 

育心理学関係の充実が見られるようになった。修士課程の入学試験の場合、語学の試験のほか、専門科目の試験を行なうが、その 

場合、教育史または教育心理学から出題が行なわれることとなった。こうした修士課程における教育学関係と教育心理学関係のコ 

ースの分け方は、学部段階における単位の履習の仕方にも反映し、専門科目の履習が A・B の二つのコースに分かれることになっ 

た。A は教育学専修、B は教育心理学専修と呼ばれるようになり、それぞれが選択必修の単位を定めていた。共通必修の単位も五 

十年度からは二十四単位に減少した。これらの変化は教育心理学関係講座の充実による必然的な結果であり、そうした傾向はその 

後発達心理学が完全講座化することによっていっそう顕著になっていった。 

修士課程の設置の際、体育学専攻はその設置が遅れたので、体育学専攻者の進学を可能にするような措置も、教育学専攻のなか 

で取られた、大学院の開講科目に精神身体医学や学校衛生を加え、これを体育学関係教官の兼担とし、必要に応じて継続指導を行 

なえるようにした。実際は、教育学専攻の大学院に入りながら体育関係の専攻を続ける者はいなかったが、学部の体育学専攻を出 

て修士課程の教育学専攻に入学する学生は少なくなかった。体育学教官の兼担の措置は、体育学専攻に修士課程ができるまで継続 

した。 

修士課程が成立する前年に教育学専攻の研究室と教室とは、創立当初から間借りしていた附属小学校から、附属中学校裏の建物 

に移転した。この建物は、附属中学校の使用していた校舎で、昭和三十九年の新校舎建設によって不用となったものであった。小 

学校の学級増のため、その教室としてあけ渡す必要もあって、文教育学部本館ができるまで仮りにこの中学校の旧校舎を使用する 

ことになった。校舎は老朽化していて、隙間風も入ったが、これまでと違って独立校舎であるため、児童・生徒の騒音に妨害され 

ることもなく、静かな環境のなかで、研究と教育とを行なうことができた。 

 

修士課程成立後の推移 

 

修士課程が設置されたのち、教官の異動が相継いだ。昭和四十三年に小口忠彦が教育心理学の教授となり、発達心理学の教官の 

選考が進められ、東京女子大学から藤永保を迎えた。四十四年には波多野完治が学長に就任し、波多野の後任にイリノイ大学で Ph.D.

を取得した吉田章宏が助教授として招かれた。同年の六月には坂本越郎が急逝し、翌年後任の専任講師として東京大学とインディ 

アナ大学の大学院で学んだ春日喬(四十七年助教授、五十四年教授)が着任したが、春日はその後発達心理学の講座に移った。四十 

六年には宮坂広作が東京大学に転出し、後任の助教授として国学院大学から中内敏夫(五十年教授)が招かれ、教育史の講義を担当 

することになった。教育社会学の講座を担当していた坂元彦太郎は四十四年に停年退官し、さらに四十八年には周郷博が停年退官 

となり、後任には花園大学から上野浩道が専任講師(五十年助教授)として着任した。また、この年に吉田章宏は東京大学へ転出し、 

翌年に後任の専任講師として群馬大学から須賀哲夫(五十年助教授)が就任した。五十年には宮田丈夫が停年退官した。五十年十月 

からは社会教育学の講座が第七講座として増設された。同講座博物館学担当教授としては東京大学の資料館長の関野雄が着任した。 

助手は松山(旧姓〔鴇〕田)幸子、志村正子を経て、野口真代となっている。 

なお、昭和五十一年度以降には、小川剛、内田伸子、宮原修、鷹野光行、内藤俊史が、新たに本学科の専任教官として着任した。 

また吉田昇が逝去し、関野雄、小口忠彦が停年退官した。 

 

教官のその後の研究・教育活動 

 

お茶の水女子大学に教育学専攻が、さらに大学院修士課程が設置されてから、各教官の教育学・心理学についての研究はますま 

す活発に進められてきた。第一講座の石川謙は、『お茶の水女子大学人文科学紀要』に「雑筆往来についての教育史的研究」(昭和 

二十七年)、「字尽〔じつくし〕型往来についての研究」(昭和二十八年)、「昌平坂学問所の発達過程とその様式」(昭和三十年)など 

を次々に発表した。宮坂広作は「日本現代史大系」の『教育史』(昭和三十八年)のかなりの部分を執筆し、さらに『近代日本社会 

教育政策史』(昭和四十一年)、『近代日本社会教育史の研究』(昭和四十三年)などを刊行した。中内敏夫は、学位論文であった『生 

活綴方成立史研究』(昭和四十五年)を刊行、その後も『近代日本教育思想史』(昭和四十八年)の刊行などによって、日本教育思想史 



を開拓している。上野浩道は、「ハーバード・リードの教育思想」(昭和四十九年)を発表するなど芸術による教育に関心を持ってい 

る。第二講座の波多野完治は、自らも多くの論文を発表する傍ら、『授業の科学』(全七巻、昭和三十七年)を編集したり、『ピアジ 

ェの発達心理学』(昭和四十年)を編著したりして、後輩の指導に当った。小口忠彦は創造力、才能、学習についての多くの著書を 

著した。須賀哲夫は「書記指令行動について」(昭和四十七年)など実験的研究の成果を発表している。第三講座の藤永保は認知の 

発達から心理学の基本問題に取り組み、『現代心理学』(昭和四十三年)のほか、『児童心理学』(昭和四十八年)など、発達心理学や幼 

児教育について多くの著書がある。春日喬は臨床的研究に関心を持ち、『教授と学習』(昭和四十八年)などの著書がある。第四講座 

の坂本越郎は『視聴覚教育』(昭和三十五年)を著した。第五講座の坂元彦太郎は、『視聴覚教材の教育構造』(昭和三十六年)ならび 

に『幼児教育課程新論』(昭和四十一年)など多数の著作を刊行した。河野重男は『職場組職と教師集団のモラール』(昭和三十七年)、 

「教育の病理」(昭和四十一年)を発表するなど、教育社会学の立場から学校経営の諸問題に取り組み、森隆夫は『比較教育制度論』 

(昭和四十三年)をはじめ比較研究による著作が多い。第六講座の吉田昇は、『現代学習指導論』(昭和三十五年)、『生きた学力の形成』 

(昭和四十九年)など授業研究に関するもののほか、社会教育関係の論文も多く、卒業生の研究者と共同して、『現代女性の意識と生 

活』(昭和五十年)などの調査も公にしている。宮田丈夫は「訓育序説」(昭和三十四年)の論文のほか、編者『道徳教育資料集成』(全 

三巻、昭和三十四年)を公刊し、さらに学級経営・学校経営などの多くの叢書を編集した。 

これらのほか、教官の学会における活動も顕著であって、日本教育学会、教育史学会、教育心理学会、視聴覚教育学会、教育方 

法学会、教育経営学会、教育社会学会、社会教育学会など多方面にわたって活動が見られた。 

現在教育学専攻の各教官は各自の研究を推進するとともに、在学生・研究生などを組織してそれぞれ多様な研究グループをつく 

り、活発な研究を行なっている。そうした研究会のなかには、附属校の教官と共同のものもあり、それらの研究が成果をあげるこ 

とが期待されている。 

卒業生は、教職、家庭裁判所、公務員、ジャーナリズム、会社などに幅広く活躍しているが、大学関係などの研究者として業績 

をあげている者も少なくない。これらの卒業生と在校生とを結ぶ組織を強化することも、教育学専攻にとって今後のひとつの課題 

といえよう。 

 

Ⅱ 表現体育学専攻 

 

旧制の時代 

 

東京女子師範学校創立当初の教科のひとつとして「体操」が課せられていた。明治十一年、G・A・リーランド (George Adams  

Leland)によりわが国においてはじめて新設体操術の指導が行なわれ、翌十二年に活力検査(身体検査)が導入された。次いで二十三 

年に併任の教授となった坪井玄道は、普通体操・遊戯の指導に当り、本校における遊戯の方向づけをし、四十四年まで在任した。 

アメリカ合衆国においてスエーデン式体操および遊戯の研究を行なって帰国した井口阿くりは、三十六年に着任し、新設された国 

語体操専修科の「取締」として四十四年までの在任中に八十八名の卒業生を世に送り、女子体育の先駆者としての役割を果した。 

なお国語体操専修科は明治三十六年より四十四年まで四期で一応廃止となった。また、四十一年に併任の教授となった東京高等師 

範学校教授永井道明は、大正二年に文部省の「学校体操教授要目」を作成し、十二年に退職するまでその普及に努めた。井口の後 

任として明治四十四年に着任した二階堂トクヨは、イギリス留学の成果を本科および第六臨時教員養成所の体操家事科の生徒の指 

導のうえに生かしたのち、二階堂女塾を創立した。大正時代には、四年に着任した高橋キヤウ、九年に着任した三浦ヒロらが、情 

操の陶冶を目指して、行進遊戯・唱歌遊戯の指導を行なった。十年に着任した宮田覚造は改正された「学校体操教授要目」の中心 

的立案者で、教授法の指導に見るべきものがあった。 

東京女子高等師範学校に併設されていた第六臨時教員養成所に大正七年から昭和十三年まで八回にわたって体操家事科が設置さ 

れ、卒業生は師範学校や高等女学校などで教職に就いた。昭和八年から三十七年にかけては戸倉ハル、十年から十八年にかけては 

佐々木等、十一年から十三年にかけては竹之下休蔵が在職し、体育教官室を中心として「女子体育振興会」をつくり、女子体育の 

拠点としての活動が始まった。 

昭和十二年には東京女子高等師範学校に体育科が設置されたが、体育と音楽を合せ学ぶのがその特色であり、専門科目なして、 



体育学・体操及遊戯・競技及武道・生理衛生及運動医学・生物学通論・育児看護・栄養学・体育概論が課せられた。第二次大戦中 

から戦後にかけては、十六年に林巌、十八年に森悌次郎が着任した。体育科の設置後、十六年に東京女子高等師範学校に東京女子 

臨時教員養成所が併設され、そこに家事体操科、次いで体錬科が置かれた。以上のほか、木下ツナ、高橋マキ、田中盛業、山口酉 

三郎、高橋忠次郎、藤山快隆、田中せき、大石峯雄、大野武治、丹下保夫、江崎トシ、北原婦美子、川村房子、戸名正子、松本千 

代栄、石山平作、寺本キミヨ、山田光、多和ハルらが相次いで授業を担当した。 

 

新制大学の発足と体育学専攻 

 

新制大学の発足と同時に、体育科は教育学科のなかに体育学専攻として位置づけられた。第一講座体育学、第二講座健康教育学 

が設けられ、体育学に教授の森梯次郎、助教授の戸倉ハル(三十年教授)、専任講師の林巌(三十一年助教授、三十八年教授)、東京女 

子高等師範学校助教授の丹下保夫、同講師の大野武治らが所属し、のち昭和二十七年に専任講師として石山平作(三十六年助教授) 

が着任した。健康教育学には助教授の猪飼道夫が二十五年から二十九年まで在任し、次いで二十七年に専任講師として渡辺俊男(三 

十年助教授、三十八年教授)が迎えられた。猪飼の転出後は二十九年に専任講師の井上文武、三十七年に同じく松本幸久(三十八年 

助教授、四十五年教授)へと引き継がれた。三十六年には、体育学、女子体育学、健康教育学の三講座となった。同年に森梯次郎、 

三十七年に戸倉ハルが停年退官し、戸倉のあとをうけて専任講師として山中茂子が就任した。 

昭和四十六年に体育学専攻は表現体育学専攻に改組された。その三講座は、運動心理学、運動生理学、舞踊教育学となり、舞踊 

教育学を核としての新専攻が始められた。また、四十八年に講座名は修士課程に合せて舞踊教育学・遊戯学・動作学と改正された。 

改組に伴い一般体育が充実され、四十五年に輿水はる海専任講師(四十七年助教授)が就任した。四十六年には松本千代栄教授、片 

岡康子専任講師(五十二年助教授)、森下はるみ助教授(五十六年教授)、石黒節子専任講師(五十二年助教授)が就任し、学生十一名が 

入学した。さらに四十七年には遊戯学の竹之下休蔵教授が就任した。竹之下の停年退官後は、四十九年からは外山友子専任講師が 

五十年まで在任したあと、五十年に梅本二郎教授が就任し、三講座が整った。 

昭和五十一年度以降には、梅本二郎が転出し、加賀秀夫が新たに着任した。 

なお、新制大学発足以来の教育学科体育学専攻の助手および文部技官の氏名は次のとおりである。 

山川純子、只木英子、中島(旧姓黒川)弘子、川原ゆり、外山友子、真崎(荒川)祥子、池田裕恵、池田雅子、山田敦子、松村良子。 

 

学生の教育・研究 

 

教育学科体育学専攻は学生の入学定員十五名で、昭和二十七年度の履修科目は次のとおりであった。 

専攻科目〔必修〕は、体育学原論三単位(以下カッコ内の数字は単位数を示す)、体育史(日本・西洋)(三)、体育心理学(二)、同実 

験(一)、体育運動学(四)、体育測定評価(二)、女子体育論(二)、体育学演習(二)、健康教育概論(二)、発育論(一)、解剖学(二)、生理学 

(四)、同演習(○・五)、衛生学((三)、同演習(○・五)、論文作成(六)(計三十八)、専攻科目〔選択〕は、体育社会学(二)、体育管理お 

よび施設(二)、体育学特殊研究(三)、女子体育特殊および女子体育史(二)、美学(二)、体育運動各論Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ(各三)・Ⅳ(一)、女子 

身体論(二)、健康管理(一)、人類遺伝学(二)、民族衛生(二)、医学概論(二)、看護法(二)・運動障害及び救急法(一)・特殊体育(二)、音 

楽講義(二)、器楽・声楽(四)(計四十一)のなかから関連科目〔必修〕(十二)、自由選択(二十)であった。 

表現体育学専攻に改組後、昭和四十六年度の科目は次のとおりであった。 

専攻科目〔必修〕では、体育原理(四)、体育社会学(二)、舞踊原論(四)、舞踊教育学(二)、体育概論(二)、運動学実習Ⅰ・Ⅱ(各二)、 

舞踊学実習Ⅰ・Ⅱ(各二)、論文作成(八)(計三十)。専攻科目〔選択必修〕では運動学実習Ⅲ・Ⅳ、舞踊学実習Ⅲ・Ⅳ(以上、各二)(計 

八)。専攻科目〔選択〕では、体育心理学(四)、生理学(二)、解剖学(二)、舞踊方法論(二)、運動学特講(二)、ソルフェージュⅠ・Ⅱ(各 

二)、運動学演習Ⅰ・Ⅱ(各二)、運動学実験Ⅰ・Ⅱ(各二)、運動美学(二)、運動傷害と救急看護(二)、学校保健・保健学(四)のなかか 

ら十六単位をとるようになり、ほかに関連科目〔必修〕(四)として教育学概論(四)、自由選択科目(十八)となり、総計七十六単位を 

履修し、三年次からは、三講座に分かれて論文指導を受けるようになった。 

旧制から新制度下のお茶の水女子大学への発展のなかで、体育科は独立の学科となることができなかった。しかし、卒業論文は、 



健康教育学・体育学・女子体育学の幅広い分野から提出され、本学に大学院が設置される以前は、東京大学の大学院へ進学し、設 

置後は、教育学専攻の課程に進学するなど、研究を継続する学生もあり、旧制の時代から昭和五十年までで、大学で教職に就いて 

いる者はかなり多い(八十一名〔桜蔭会名簿昭和四十九年調〕)。 

表現体育学専攻の学生は、教官の指導のもとに、昭和四十九年に初の卒業公演(於、東京都児童会館)を行ない、引き続いて第二 

回、第三回の公演を行なっている。また四十八年には、選抜された十一名の学生がスポーツ振興資金財団などの派遣費を得て、国 

際女子体育会議(イラン)での研究発表(発表者松本千代栄)において研究演技を行ない、舞踊分野では初の海外における研究交流を行 

なった。五十年には、創作“In Spring Glory”(作・松本千代栄、出演・学生および児童)を、片岡・石黒・山田の指導協力のも 

とに完成し、来日したイギリス女王エリザベス二世に披露する機会を得た。このような実践的研究と発表は、大学と社会の相互交 

流の場として、大きな役割を果している。 

 

舞踊教育学専攻(修士課程)の設置 

 

昭和四十八年、大学院人文科学研究科に舞踊教育学専攻の修士課程が設置された。第一講座舞踊教育学、第二講座遊戯学、第三 

講座動作学の三講座と、音楽と演奏学の二講座を合せ、五講座として、毎年度入学定員十名で設置をみた。授業科目は、舞踊教育 

学特論、舞踊教育学演習、舞踊美学特論、舞踊方法論特論、舞踊方法論実験実習、遊戯学特論、遊戯学実験実習、遊戯方法論演習、 

民族舞踊特論、動作学特論、動作学実験実習、トレーニング論実験実習、表現心理学演習で、音楽関係には、音楽美学特論、音楽 

理論演習(リズム論を含む)、民族音楽学実験実習・演奏学特論、演奏学実験実習、舞踊音楽論実験実習(舞台芸術論を含む)が設けら 

れ、全国の大学に類例のない新しい課程が始められた。舞踊教育学に関し、高度の知識技能を有し、研究・教育力を持つ人材の育 

成、その学問研究の推進は、学界からも強く要望され、本修士課程の設置は、この分野の発展としても喜ばれた。四十八年には、 

五月に入学試験を実施し、筆記・口述試験および実技試験を経て、三名が入学したが、五十一年現在では在籍十名となり、本学卒 

業生のほか、東京教育大学・東京学芸大学・宮城教育大学・東京女子体育大学・広島大学・金沢大学・東京理科大学など、広く全 

国からの大学出身者が入学している。修士論文の審査に合格して、文学修士の学位を取得した者は、五十年度末現在四名である。 

 

教官の研究活動 

 

体育学の森悌次郎は文部省在外研究員としてドイツに学び、体操研究を深めた。主著に『ニールスブックの基本体操とその批判』 

(昭和六年)がある。戸倉ハルは優れたダンス作品を発表するとともに、ダンス史の研究に意欲を燃やし、学校におけるダンス研究 

に一時代を画した。数回の国際会議に出席し、世界の女子体育の動向を察知し、わが国の女子体育に携わる人びとの啓蒙に努めた。 

『学園に生きるフォークダンス』(昭和三十一年)、『うたとあそび』(昭和三十三年)、『学校ダンス創作集』(昭和三十九年)などの著 

書がある。山中茂子は、学校教育における創作ダンスの価値について研究し、『ダンス創作活動に関する研究』を昭和三十七年より 

引き続いて学界に発表している。林巌は「古代ギリシヤに於ける体育断想」(昭和二十八年)の論文があり、学会では「女子体育思 

想に関する研究」の発表を行なっている。石山平作は、体育心理学の測定評価を専門領域とし、「女子学生の運動に関する研究」(昭 

和四十六年)を学会で発表している。バスケットボール指導法研究においては第一人者である。猪飼道夫は、運動を科学的に把えて、 

わが国の運動生理学に一分野を開いた。「健康人の姿勢反射に及ぼすアルコールの効果」(昭和二十七年)、「腕の部分的弛緩の筋電 

図学的研究」(昭和三十六年)など、動作や姿勢制御機序に関する業績が多い。渡辺俊男は『新生理学入門』(昭和四十二年)、『リラ 

クセーション』(昭和四十五年)など、多くの著書があり、「精神電流現象から追跡した舞踊活動」(昭和三十九年)、「反応時と反射時」 

(昭和四十三年)などを学会において発表している。松本幸久は衛生学を担当し、論文に「母性保健教育の方法に関する考察」(昭和 

四十三年)ほかがあり、著書に『衛生』(昭和三十六年)、『最新公衆衛生学』(昭和四十二年)がある。 

表現体育学に改組後の教官の研究活動について見ると、舞踊教育学の松本千代栄は、著書『舞踊美の探求』(昭和二十九年)、共 

著『序説運動学』(昭和四十三年)、論文「舞踊の創作・鑑賞能力の発達」(昭和四十年)、Dance as a guide for creative ability, 1973, 

「動きの感情価」(昭和四十七年)、「舞踊主題に関する研究」(昭和五十年)(以上二つは日本体育学会における研究発表)、M・ドウブ 

ラー『舞踊学原論』(昭和四十九年)の訳出など、舞踊の構造分析と創造の機制の研究に多くの成果を発表し、最近は「運動表現の 



民族的特性」(Ⅰ・Ⅱ、昭和四十六・四十八年)など、その比較研究を進めている。片岡康子は、論文「近代舞踊の精神性と形式性」 

(昭和四十三年)、「モダンダンスの概念と成立要因に関する研究」(昭和五十年)など、近代舞踊の形成期における特質を史的に把え、 

R・L・マレー『ダンス学習法』(昭和四十九年)の共訳など、実践的研究と合せて舞踊技術論の研究を進めている。遊戯学の竹之下 

休蔵は、著書『プレイ・スポーツ・体育論』(昭和四十七年)、『体育社会学』(昭和四十七年)など研究成果をまとめ、体育社会学の 

専門領域から遊戯学の研究法の成立に力を注いだ。梅本二郎は、体育行政の専門領域から体育原理および管理、遊戯学の研究を進 

め、『体育科教育法』(共著、昭和五十年)をまとめている。石黒節子は、論文「舞踊におけるリズムの実験的研究」(昭和四十四年)、 

「舞踊運動における意味とその美的伝達性」(昭和五十年)など、律的動作と意味性に関する解析的研究を報告し、また E・ロックハ 

ート『舞踊の創作過程』(昭和四十九年)を共訳するなど、舞踊の実践的研究と実験的研究とを合せて進めている。森下はるみは、 

論文「相対発育よりみた成熟の研究」(昭和四十年)、「形態発育と機能発育の解析的研究」(昭和四十一年)、「乳幼児における身長・ 

体重相対発育」(昭和四十四年)など、形態と機能の発達を相似則あるいは次元解析的に把えて報告し、最近は、「舞踊における回転 

動作の分析」(Ⅰ・Ⅱ、昭和四十八年)など、動作発達的領域に研究を進めている。輿水はる海は、一般体育の運動内容に関して実 

践的研究を行ない、また論文「明治期遊戯の一考察――女学校の運動会」(昭和四十八年)、「井口阿くり考」(昭和五十年)など、女 

子体育の歴史的研究を進めている。 

 

Ⅲ 音楽教育学専攻 

 

旧制の時代 

 

東京女子師範学校が、幼児のための新しい音楽教育の形成を目指して、「保育唱歌」の名のもとに、新しい作曲を宮内庁の雅楽の 

専門家に委嘱し、それを幼児教育の実践に用いたことはよく知られている。この例が示すように、旧制時代においても本校では音 

楽が重視されてきた。このことは、その初期からカリキュラムに唱歌が含まれていたこと、また、それ以後も、東京音楽学校(現在 

の東京芸術大学音楽学部)より出演者を招いて、校内での音楽会を公式に開催してきた事実などに現われている。 

しかし、文科や理科などの学科と同じように、音楽を独立した専攻として学ぶ学科の創設は、昭和十二年まで待たなければなら 

なかった。この年、当時の下村寿一校長の発案と努力によって、体育および音楽を中心に学ぶ者の学科が、「体育科」の名称のもと 

に開設され、二十名の学生が入学し、四年後の十六年に体育科の第一期生として卒業することとなった。 

この段階で独立した音楽科ができず、体育科のなかで音楽の教育が行なわれたのは、良い体育教師の育成には音楽の訓練もまた 

不可欠である、という発想に基づいたものといわれている。しかし、体育科よりも前にできていた三学科(文・理・家事)の学科目 

に含まれていた「音楽」の授業が、一般的な性格のものでしかなかったのに対し、新しい体育科では、体育関係の諸科目と並んで、 

「音楽理論」「声楽」「器楽」「音楽史」「和声学」「美学」などの個別的な学科目が定められ、新しい教授陣が加わったため、専門教 

育への道へ大きく踏みだすことになったのである。 

これからあとの時期では、名称も体育科のままであったが、自分の好みと適性によって、体育なり音楽なりに学習の重点をかけ 

る学生が多くなったため、音楽に関して、専門性がしだいに高まっていく傾向にあった。そして、昭和二十一年入学生(二十五年三 

月卒業生)から、形式的にも体育選修と音楽選修に分かれるようになった。 

 

音楽教育学専攻の創設 

 

お茶の水女子大学が発足したのは昭和二十四年のことであるが、文教育学部教育学科音楽教育学専攻(通称音楽科)が大学に組み 

込まれて、第一期の学生を受け入れたのは、翌二十五年のことである。 

講座としては、第一講座音楽学、第二講座音楽教育学のわずか二つであり、したがって、専任教官の定員は四人となって、これ 

だけでは、旧制時代の専任教官の数より減少してしまうため、国文科より一名の枠を借用して、五名のスタッフで、新制大学の音 

楽教育学専攻が活動を開始した。 

旧制の時代からの主任で音楽理論・音楽史担当の小松耕輔教授、声楽の薗田誠一助教授(二十八年教授)・小泉(旧姓加古)三枝子専 



任講師、ピアノの守田貞勝助教授・遠見豊子専任講師(三十五年助教授、四十一年教授)の五名が引き続き大学に残った。しかし、 

それまで主任を補佐し、変動期に多くの努力を重ねた声楽の平井美奈教授は、新設の東京学芸大学に転任した。 

小松の停年退官後、専任講師として昭和二十七年に柴田南雄(三十年助教授)が迎えられ、三十四年に東京芸術大学助教授に転出 

するまで、音楽理論・音楽史を担当した。続いて、三十四年に、音楽教育学と音楽理論の専任講師として美田節子(四十年助教授、 

四十六年教授)が赴任し、守田が三十八年に武蔵野音楽大学に転出したため、成城大学より音楽学の専任の助教授として大宮誠(四 

十五年教授)が着任した。 

当初本専攻は、現在家政学部本館となっている建物の三階に、ピアノの練習施設とともにあったが、大学として全体の規模が大 

きくなるに伴い、音響が問題となるようになり、昭和三十四年に現在の丘の上の土地に音楽練習室が建設されて、そこに移転した。 

学生の入学定員は十二名で、講座はわずか二講座と少なく、楽器の更新に予算を使わざるを得ない事情もあったため、三十年代ま 

では、図書・楽譜・レコードなどの設備は貧弱であり、この点は今でも弱点となってはいる。しかし、音楽大学でも教員養成大学 

でもない、国立の一般大学における本専攻の存在は注目されてきた。これは、イギリスやアメリカでは普通でも、日本では今でも 

まだ珍しい存在である。 

 

音楽教育学専攻の発展 

 

音楽教育学専攻全体としては、施設の点でも教育水準の点でも、発展はしながらも、他の多くの学科とは異なり、修士課程を持 

たないまま、専任教官の交代を迎えなければならなかった。昭和四十六年には、薗田誠一の停年退官に伴い専任講師として高橋大 

海(四十七年助教授)が、また四十七年には、停年退官の美田節子と交代して国立音楽大学から助教授として徳丸吉彦(五十七年教授) 

が着任した。 

音楽の修士講座は、昭和四十八年度に音楽学と演奏学の二講座をもって発足したが、独立した専攻とはせず、表現体育学の三講 

座とともに、舞踊教育学専攻を構成することとなった。これによって、おのおのの講座の独立した研究に加えて、舞踊と音楽の関 

連した教育・研究への道が開かれたともいえる。 

また、この時から、学部の音楽教育学専攻の第二講座が音楽教育学から演奏学に改められ、遠見と高橋が担当し、音楽教育学の 

研究は主として第一講座音楽学(大宮・徳丸)で行なわれることになった。 

昭和五十一年度以降には、遠見豊子の停年退官に伴い遠藤秀一郎が、また高橋大海の転出に伴い林廣子が新たに専任教官として 

着任した。 

新設の修士課程は、音楽学関係と演奏関係の学生の関心をひき、本学のほか、多くの他大学から学生が受験している。入学した 

者のなかには、本学のほか、武蔵野音楽大学・国立音楽大学・相愛女子大学・群馬大学・エリザベート音楽大学・ソウル大学・桐 

朋音楽大学などの卒業生がいる。 

なお、本専攻は、年によって技術補佐員、教務補佐員、事務補佐員を置いているが、助手のポストも技官のポストも持ったこと 

がない。 

 

教官の研究活動 

 

音楽理論・音楽史の小松耕輔は、東京音楽学校卒業後パリ音楽院でヴィドールやダンディに学び、童謡や歌曲の作曲のほか、『現 

代フランス音楽』(昭和二十五年)、『音楽の花ひらく頃』(昭和二十七年)などの著作がある。声楽の薗田誠一は、音楽性豊かなテナ 

ーとして演奏に活躍し、また、アマチュア・コーラスの指導も含めて、音楽界に貢献した。声楽の平井美奈は、ソプラノのプリマ 

として、演奏の領域で活動を行なった。遠見豊子は、旧制時代から多くの弟子を育て、また、ベートーヴェン、ショパンを得意と 

し、独奏会もよく開いた。そのショパン論は、『ピアノ詩人』(昭和二十八年)にまとめられている。美田節子は、日本人としてはじ 

めて音楽教育学の領域でコロンビア大学から博士号を授与され、マーセルの音楽教育論の著作の翻訳『音楽教育と人間形成』(昭和 

四十二年)もある。柴田南雄は、『シンフォニア』(昭和三十五年)ほかの作曲のみならず、在任中は現代音楽に関する論文があり、そ 

れがのちに『西洋音楽史・印象派以降』(昭和四十二年)に結実した。音楽学の大宮誠は、西洋音楽史、とくにハイドンの専門家と 



して、またケルンのハイドン研究所の理事として、同研究所にもたびたびおもむき、Joseph Haydn : Lyrennotturni, 1951. および 

８ Lyrennotturni, Kritischer Bericht, 1972.のようなハイドン全集の校訂とその報告を出している。一般的な著作では『ハイドン  

人と作品』(昭和三十七年)、ガート『ピアノ奏法』(昭和四十八年)の翻訳があり、また、新しいハイドン研究を演奏としても定着さ 

せるため、東京ハイドン合奏団を指揮して、ヨーロッパと日本で演奏し、レコードに録音している。音楽学の徳丸吉彦は、音楽学 

における行動科学的側面を担当している。声楽の高橋大海は、東京芸術大学大学院修了後、ミュンヘンとミラノで勉強を続け、帰 

国後は、オペラ、オラトリオ、リートなどで、バリトン歌手として活動しながら、教育に従事し、また「べートーヴェンの歌曲研 

究」(昭和四十七年)、「歌唱における日本語の発音法」(昭和四十八年)などの声楽研究のほか、訳詩、児童歌曲の作曲も多く、『保育 

内容とその指導――音楽リズム』(昭和四十五年)などの著書も多い。なお、声楽家としての演奏活動に対して、文部省より芸術選 

奨新人賞(昭和五十年)を受け、また、ヴィーナーヴァルト・オペラ賞を昭和四十九年に受賞している。 

 

学生の教育・研究 

 

音楽教育学専攻の発足当時は、ピアノ・声楽・音楽理論の三本を柱として、それに卒業論文も課せられていたため、オールラウ 

ンドな力が要求されていた。数次にわたるカリキュラムの改正によって、全体としては、必修が減らされ、まず演奏学と音楽学の 

どちらかに力点がかけやすくなり、その後、演奏学のなかでもピアノ、声楽のどちらか、音楽学では西洋音楽史や民族音楽学、音 

楽教育学などの個別的な分野を選択するようになってきた。このため、演奏学の学生は卒業時の演奏能力が高くなり.卒業論文の題 

目も演奏に密着したものが選ばれるようになった。音楽学の学生も、演奏よりも研究を中心にするようになったため、大学院でさ 

らに研究を続ける者が増えてきた。 

学生は、旧制の時代以来の伝統を引き継いで、比較的優秀な学生が集まり、卒業論文も優秀なものが多く、とくに近年、水準が 

上っている。卒業後は、本学の大学院をはじめ、東京大学、東京芸術大学.名古屋大学の大学院などへ、また海外の大学へ進学した 

者もいる。 

 

第二章 理学部 

 

第一節 総記 

 

旧制時代の理科 

 

お茶の水女子大学理学部の前身であった東京女子高等師範学校理科の歩みについて概観したい。 

明治三十年に文部省令により女子高等師範学校の生徒は文科と理科に分けられ、翌年四月、十八名の生徒が理科に入学した。理 

科の必修科目は、倫理、教育学、国語、外国語、地学、数学、物理、化学、博物、家事、図画、体操であって、随意科目として習 

字と音楽があった。また同年、理科に修業年限二年の研究科が設けられた。明治三十七年十月、教員不足に対処するため、数学物 

理化学専修科が設置されたが、その生徒は四十年三月に卒業した。明治四十三年十一月に理科は一部と二部に分けられ、一部では 

数学、物理、化学を、二部では数学、動物、植物を主として履修することに定められた。そして翌年に一部十九名と二部十五名の 

入学者があった。大正三年にこの制度は廃止され、理科の学科目は修身、教育、数学、物理、化学、鉱物及地質、植物、動物、生 

理及衛生、外国語、家事、図画及手工、音楽、体操と定められた。そして第三学年以上の物理、化学、植物、動物の科目のうち、 

物理と化学を選修するか、または植物と動物を選修することになった。なお家事と図画及手工は、のちに理科の学科目から除かれ 

た。大正八年には選修学科目の制度が強化された。 

大正十二年九月、大地震による火災のため校舎を失った。理科の授業は主として高等師範学校と東京府女子師範学校(竹早町)の 

空いた時間を利用して行なわれた。この変則的な状態は十三年に仮校舎ができるまで続いた。昭和七年に大塚の地に新校舎が落成 

して、同年十二月に移転したのち、実験設備も整い、理科の授業が軌道に乗るようになった。第二次世界大戦中には十分な授業が 

行なわれなかったが、この校舎が空襲による火災をまぬがれたことは幸いであった。 



昭和四年に、理科の生徒は、第三学年以後、数学選修、物理及化学選修、植物及動物選修に分かれることになった。そののち生 

徒数が増えるにつれ教官の数も増加して、数学、物理、化学、生物の選修に分かれ、入学の際に生徒の選修学科目を決めることに 

なった。このようにして理科の規模はしだいに大きくなり、お茶の水女子大学理学部の誕生につながったのである。理科の卒業生 

の多くは教職に就いたが、向学心の旺盛な人びとは、当時女子に門戸を開いていた少数の大学に進学し、そのうちの何人かは立派 

な研究業績をあげて、本学理学部の教官となった。これらの人びとの業績や活動については、以下の各学科の歴史で述べられるで 

あろう。またこれらの人びとと先輩の努力がお茶の水女子大学理学部を誕生させる原動力となったことはいうまでもない。 

 

お茶の水女子大学理学部 

 

昭和二十四年にお茶の水女子大学が国立新制大学のひとつとして設置され、理家政学部が誕生した。これは東京女子高等師範学 

校の理科と家事科(昭和十八年から家政科)を基盤としたものである。翌年に理家政学部は理学部と家政学部とに分かれて、理学部 

は数学、物理、化学、生物の四学科を持つことになった。そののち教官定員が増すごとに、すぐれた人材を迎え入れるため非常な 

努力が払われた。その結果、理学部の教官組織はしだいに充実した。そして現在では、数学、物理、化学の三学科は五講座ずつを 

持ち、学生の入学定員は二十名ずつである。生物学科は六講座を持ち、学生の入学定員は二十五名である。学生がいくら意欲に燃 

えて勉強しても、四年間の学習で得られる専門的知識はそう多くない。そのため三十一年、理学部に専攻科が設置された。これで 

学生が卒業後も研究を続けることが可能となった。この制度は三十九年に大学院理学研究科(修士課程)が設置されるまで続いた。 

理学部の設立当時は、東京女子高等師範学校時代の建物を他の学部と共同使用していたため、極端に狭くて不便であった。昭和 

四十二年に約八、三〇〇平方メートルの理学部本館が新築され、はじめてその不便さが緩和された。しかし、その後の講座増や研 

究設備の増大などに伴い、本館だけではスペースが不足しているのが現状である。理学部本館の落成後に、新しい研究設備が次々 

と設けられた。まず四十二年に電子計算機室が設置された。次いで四十五年、千葉県館山市に理学部附属臨海実験所が開設されて、 

生物学の実習ができるようになった。また同年にラジオアイソトープ実験室の建物が本館の北側に建てられた。そして四十七年に 

は極低温実験室が設置された。以上について詳細は第四章を参照されたい。その後五十三年には理学部二号館と電子計算機センタ 

ーが建設された。 

なお、昭和五十年度から新たに環境科学(総合コース)が開設されている。 

次に理学部のカリキュラムについて若干触れよう。他学部と同様に学生は入学の時から学科への所属が定まる。理学部の学科は 

専門家養成の色合いが強いので、低学年の時から専門教育科目のうちいくつかの単位を取るように指導される。実験や実習がある 

ので、相当忙しいようである。また理学部の学問の進歩は著しいので、専門教育科目の内容はだんだん変ってくる。そこで卒業に 

必要な最低単位数には変りがないが、科目の名称は学部設立当時のものと異なるものが多い。理学部卒業生の進路はいろいろある 

が、四十六年以後について調べると、次のとおりである。本学または他大学の大学院に進学した者は平均二〇パーセント台である。 

他学部の卒業生と異なる点は、会社や研究所に就職した者が多いことであって、就職決定者の五〇パーセント近くに達する。次い 

で、教職が三〇パーセントから四〇パーセントであり、銀行、官庁、出版社などへの就職率の平均は一五パーセント位である(お茶 

の水女子大学学生部編『昭和五十年度就職の手引』参照)。 

次に理学部の発展に関係した人びとについて書くことにする。昭和二十四年五月に理家政学部が設置されると、久米又三教授が 

理家政学部長に選ばれた。久米は翌年の理学部独立後も理学部長となって、学部の基礎をつくることに努力した。歴代学部長を列 

記すると、次のとおりである。 

氏名   出身学科(専攻)  在任期間 

久米又三  生物(動物)   昭和二十四年十一月―二十六年七月 

林 太郎  化学      〃 二十六年七月―二十八年七月 

大槻虎男  生物(植物)    〃 二十八年八月―三十年十一月 

下瀬恒人  物理      〃 三十年十一月―三十一年十月 

 



亀谷俊司  数学    昭和三十一年十一月―三十四年三月 

久米又三  生物(動物)  〃 三十四年四月―三十四年十二月 

林 太郎  化学    〃 三十五年一月―三十七年一月 

阿阪三郎  物理    〃 三十七年二月―三十九年一月 

内海誓一郎 化学    〃 三十九年二月―四十一年一月 

岡  徹  生物    〃 四十一年二月―四十四年三月 

坂上治郎  物理    〃 四十四年四月―四十六年三月 

稲葉栄次  数学    〃 四十六年四月―四十八年三月 

阿武喜美子 化学    〃 四十八年四月―五十年三月 

柳田為正 生物     〃 五十年四月―五十二年三月 

事務的な面から補佐した理学部事務部の歴代の役職員は左記のとおりである。 

理学部事務長 小川幸也、奥田功、岡本春男 

学務係長 大山栄治、添谷東吾、松井安次、筑井克己、村野与四郎、豊田広一 

 

大学院理学研究科(修士課程) 

 

理学部の学生が卒業後も勉学を続けるために専攻科の制度があったが、これでは程度の高い理科系の研究者や教育者を育成する 

ことはほとんど不可能に近かった。そこで大学院研究科の設置を要求する声がしだいに高まり、本学の教職員と桜蔭会とが中心と 

なって大学院設置促進のための活発な運動を展開した。その結果昭和三十八年の家政学研究科設置に続いて、三十九年には理学研 

究科が設けられた。理学研究科(修士課程)は数学、物理.化学、生物の四つの専攻に分かれる。学生の入学定員は各専攻十名ずつ、 

合計四十名である。現在のところ、不完全講座が多く、研究要員や事務要員が不足しているので、その充実を望む声が大きい。ま 

た博士課程がないことも問題なので、いろいろ論議されている(五十二年度より、既設の大学院人間文化研究科(博士課程)のなかに、 

人間環境学専攻が設置され、また、五十三年度より同研究科の比較文化学専攻のなかに、「科学文化論」、人間環境学専攻のなかに 

「環境基礎論」の二講座が増設され、理学系の学生にもこの研究科への進学の道が開かれた)。学部よりも程度の高い専門的知識を 

与えるだけならば、修士課程だけでよいかも知れないが、研究者養成を目指すとなると、修士課程だけでは不足と考える人が多い。 

理学研究科の入学志願者のうちには、他大学の卒業生も多いので、年二回の募集をしている。大学院に入った者は教官の指導の 

もとに勉強するが、修了するには所定の単位の修得のほかに、修士論文を提出しなければならない。そして審査のうえ修了が認定 

されるのである。最初の理学研究科修了者を出した四十一年から四十五年までの調査によると、修了者は大学(短大を含む)に就職 

した者が一番多く、次いで研究所(民間のものを含む)、高校、官庁の順となっている。最近の修了者についての調査結果はまだ出 

ていないが、大学関係の就職が少なくなった模様である。これは需給関係に基づくと思われる。また修了者のうちには、他大学の 

大学院の博士課程に入って、理学博士の学位を取得した者が少なくない。 

 

第二節 数学科 

 

旧制の時代 

 

女子の中等教員を養成するための機関として発足設立された本校では、時代の変遷とともにかなりの変化はあったが、明治四十 

四年から大正四年頃の理科の生徒が履修する学科目のなかには、算術演習、三角法(平面・球面)、代数学、幾何(平面・立体・近世)、 

解析幾何(平面・立体)、微分学、積分学、関数論、確率論といった旧制高等学校理科の数学を含むかなり精しい数学の講義や演習 

があって、数学選修の生徒はこれらをほとんどすべて履修したのである。選修に分かれるのは第三学年からであったから、それま 

では理科の生徒として全部共通の講義を聴いた。選修に分かれる時は、本人の希望と成績、学校側の事情などが考慮されたようで 

ある。 



選修の制度ができる以前の理科卒業生は、数学・物理・化学・生物・地質のどれをも教えることになっていたのであるが、それ 

が実状に合わないことは、少しやってみればすぐにわかることである。いくつかの試行錯誤を経て、選修という形になったものと 

思われる。 

選修制になると、第三・四学年、ことに第四学年には、やや程度の高い講義や演習が行なわれるとともに、教員として必要と思 

われる素養、とくに教育実習が課せられていた。 

この傾向は昭和十五年まで変らずに続いた。講義内容とともに、授業の雰囲気そのものも、当然のことながら、教官が若い新鋭 

の学者に置き換えられれば大幅に変化し、その都度、清新の気風が生徒たちのなかに浸透していったのである。 

選修制度も、昭和十六年入学の生徒からは縦割りが強化されて、入学した時から「数物選修」という形になり、入学定員もそれ 

までよりは増やされた。思うに戦争で男子の教員が不足したのを補う必要からであったろう。この縦割りの方法は、第二次世界大 

戦後になっても大学が発足するまで続く。ある意味では、大学になってからも、継続しているといってよい。 

どの学科でもそうであろうが、とくに数学のように外見が理屈に終止し、機械的とも思われる記号的演算によって蔽われている 

だけのように見える学問では、指導者の数学に対する情熱とともに、その豊かな感性(mathematical sense)が、生徒たちのなかに 

眠っている数学的感性を目覚めさせ、この感性を働かせることに喜びを覚えさせ、そして、とくに才能に恵まれた生徒に対しては、 

しばしば自己を研究の途へと駆りたてさせもするのである。 

選修制ができる以前のはじめの頃は、数学の専門家や学者が数学を指導したのではない。いわゆる地理やいわゆる家事の講義の 

傍ら、数学の原書を読むというのが精一杯のところであったろう。これは外国の文化を輸入する当時としては、あたりまえのこと 

と思われる。 

創成期の本校の数学教育者として、どうしても忘れることのできない人に、森岩太郎がいる。過去の記録によると、明治三十五 

年から大正十四年までの長いあいだ、教授として数学科の中心にいて、その教えをうけた卒業生は現在もいるはずであるが、この 

人の履歴については何ひとつわからない。そのあとをうけて中心の指導者になったのは、岩間緑郎である。岩間は、東京高等師範 

学校卒業後東京帝国大学撰科に進み、これを卒業した。東京女子高等師範学校教授に着任してからは、生徒たちにも大きい影響を 

与えた。事務才能にも長じ、病没するまでかなり長いあいだ教務幹事を歴任した。たまたま若い数学者黒田成勝が東京帝国大学助 

手から起用されて、昭和八年に教授として東京女子高等師範学校に着任し、以来数学の中心はこの人に移ったもののようである。 

もともと僧籍の出である黒田の重厚・誠実な人柄は、生徒から信頼を勝ち得たばかりでなく、多くの同僚からも支持された。数学 

は東京帝国大学の高木貞治教授に師事し、整数論および数学基礎論の研究に専念した。当時「岩波数学講座」に執筆した基礎論に 

ついての解説は好評を博している。この頃の生徒によって口ずさまれた歌のなかに〝黒田先生はヨッソラホイ(または、どんぐり 

まなこでヨッソラホイ)/口をなめなめヨッソラホイ/アイデンティカリーにがっちりしてるよ/ヨッソラホイあらヨッソラホイ〟と 

いうのがある。がっちりした講義ぶりが察せられる。試みに昭和十年から十四年頃までの第三学年の講義リストを見ると、微分積 

分学は岩間緑郎、関数論・解析概論・抽象代数学・数学基礎論はいずれも黒田成勝、幾何学基礎論は中村幸四郎(東京文理科大学助 

教授)、演習ゼミは黒田成勝、確率・数学教育は中沢伊与吉(附属高等女学校主事)、力学は湯浅年子であって、はなはだ興味深いも 

のがある。竜沢周雄は東京帝国大学で末綱恕一教授に師事し、解析的整数論を専攻、卒業後すぐに金沢の第四高等学校に赴任、次 

いで東京女子高等師範学絞教授となった。間もなく出征、戦争終結後ふたたび東京女子高等師範学校教授として活動を開始した。 

新制大学に移行してのち、学習院大学に転出してからの学位論文は、解析的整数論へ寄与したものとされる。 

黒田が名古屋帝国大学の数学教室新設のために主任として昭和十七年に転出したあとを引き継ぐかたちになったのは、亀谷俊司 

である。亀谷は複素関数論と実関数論の境界領域(たとえばポテンシャル論)に興味を持ち、東京帝国大学助手から新設された多賀 

高等工業学校に赴任、三年後東京女子高等師範学校に転じた。亀谷が着任して間もない頃、教務幹事から呼ばれて、いままで黒田 

が程度を上げすぎたから、また普通の程度に下げて欲しいとの要請があった。しかし亀谷はこの時以来はっきりと、黒田のいまま 

での労を無駄にはできないと思うようになったという。工藤弘吉は、東京帝国大学卒業後、新設の名古屋帝国大学助手として、吉 

田耕作教授のもとで確率統計の研究に専念していたが、昭和十九年に東京女子高等師範学校教授に着任した。三十一年に大阪市立 

大学に赴任してからは、独特の統計理論を展開した。 

岩村聯は、東京帝国大学卒業後、名古屋大学特別研究生を経て、昭和二十一年に東京女子高等師範学校教授に着任した。大学で 

は弥永昌吉教授に師事して、位相解析の研究をするかたわら、当時の小平邦彦助教授から大きな影響を受けた。連続幾何学の学位 



論文は研究の集大成である。数学基礎論にも関心を持ち、二十六年に東京教育大学の竹内外史助教授の熱心な懇望により同大学に 

移るまで、本校にあって生徒や一部同僚にも影響を与えた。 

 

数学科の創設から現在まで 

 

すでに述べたように、第二次世界大戦終結近くに工藤弘吉を、また戦後間もなく岩村聯を、いずれも名古屋帝国大学から東京女 

子高等師範学校に迎えたが、そのうえに竜沢周雄が軍籍から解放されて、教室は一段と充実の度を加えた。その間、岩間緑郎の病 

没に遭ったが、そこへ新制大学移行の問題が起きたのである。 

大学昇格は東京女子高等師範学校にとっては新しい問題ではなかった。しかし具体的にこれに直面すると、解決を迫られるいく 

つかの難問があるのに今さらながらに悩まされた。 

大学移行には、いわゆる審査というものが行なわれたのであるが、これに対応するには、スタッフを強化しなければならない。 

数学の審査は厳しいので定評があり、当時の第一高等学校などでは、すぐに思い出せるだけでも、何人かの犠牲者が浮び上ってく 

る。有能と見られても業績というものがなければ、大学を去らねばならない。「教授」の審査も厳重であったから、どうしてもほか 

から有力な人材を得なければならない状況にあった。そこで、東京大学の弥永昌吉教授に力添えを願った結果、昭和二十四年に北 

海道大学から教授として稲葉栄次を迎えることができた。稲葉は、東京大学で高木貞治教授の指導のもとに、代数的整数論を専攻 

し、卒業後海軍兵学校教授になり、整数論および代数関数の代数的理論の研究に没頭した。研究の成果が評価され、北海道大学、 

次いで本学に招かれたのである。こうして数学科の人事その他教室の建設について重要なことは、いっさい稲葉と亀谷の相談によ 

って行なわれることになった。人事について意識したのは、東京大学偏重といわれないようにすることであった。次に教授になっ 

たのは、九州大学の丸山儀四郎である(二十五年)。丸山は東北帝国大学の出身で Fourier 解析に精しく、確率論の分野ですでに独 

自の学風を樹立していた。東京工業大学河田竜夫教授の推薦によるものである。この三人で教室の運営を行なったが、スタッフは 

まだまだ不十分である。東京大学をはじめとして、京都大学や東北大学の諸教官の知恵も借り、以下述べるような人事を行なうこ 

とができた。 

津田塾大学からは、昭和二十五年に、東京大学末綱恕一教授門下で竜沢周雄と同門の伊関兼四郎を助教授(三十一年教授)として 

迎えた。伊関は末綱教授の研究グループのなかで、解析的整数論の難問と取り組み、すでに学習院に赴任した竜沢とともに、大き 

な業績をあげることになる。のちには実解析学へ深く入った。二十六年には東北大学から、佐々木重夫教授門下の助手の立花俊一 

を専任講師(二十八年助教授、三十六年教授)として迎えた。師の学風にならい、さらにこれを超えた概立花空間といわれる微分幾 

何学の研究で旺盛な活躍を続けている。京都大学からは、秋月康夫教授の推薦によって、二十七年に松阪輝久を助教授に迎えた。 

当時、京都大学の井草準一助教授の影響を強く受け、A. Weil の代数幾何学に傾倒していた。その仕事の評価は世界的になり、アメ 

リカのブランダイズ大学に招かれた。二十七年には東京工業大学から、助手の林田侃を専任講師(四十一年助教授、四十六年教授) 

として迎えた。東京大学在学中は小平邦彦助教授に師事し、東京工業大学では遠山啓教授指導のもとに代数的整数論を専攻した。 

一方、既述のとおり、工藤弘吉は大阪市立大学、竜沢周雄は学習院大学、岩村聯は東京教育大学、また丸山儀四郎はふたたび九 

州大学に転出した。このような出入はまだまだ続くのであって、教室内の研究の実績が上るに従って、伊関および立花は教授にな 

り、松阪の渡米のあと昭和三十一年には、専任講師として京都大学から松阪と同門の西三重雄(三十五年助教授、三十九年教授)が 

迎えられ、多くの業績とともに教授になってからは、教室も充実の度が一段と加わった。西はその後広島大学に迎えられたので、 

林田が、その業績とともに教授となり、西のあとを継いだ。この間、三十五年に東京大学から専任講師として福原満州雄教授門下 

の渋谷泰隆(三十七年助教授)が着任したが、すぐにアメリカのミネソタ大学に招かれた。専攻は微分方程式論であり、その業績は 

世界的に知られている。また、四十年には東北大学の佐々木重夫教授門下で、立花俊一のおとうと弟子である小川洋輔を東北大学 

から専任講師(四十三年助教授)として迎えた。立花研究グループの重要な担い手として精力的に活動している。 

これと前後して、助手陣営の研究実績もすでに上っていた。松田千鶴子助手が東京大学の福原満州雄教授の研究グループに加わ 

って、微分方程式の特異点についての研究により学位を贈られたのち、専任講師から昭和三十七年に助教授(五十一年教授)に、ま 

た少しく下って、澤島侑子助手も positive operator の spectral property に関する研究により学位が贈られ、同じく専任講師か 

ら四十二年に助教授(五十一年教授)になった。松田は、東京女子高等師範学校理科生物専攻の出身であるが、九州大学理学部に学 



び、福原満州雄教授に師事し、同教授が東京大学教授となるに及んで、本学助手に採用されたのであった。また、澤島は東京女子 

高等師範学校からお茶の水女子大学を卒業以来、亀谷のもとで実解析および位相解析の研究に専念し、のちには東京大学の三村征 

雄教授研究グループのひとりともなって、同大学の新納文雄助教授とともに positive operator の研究に専念し、非常な成果をあ 

げたのであった。四十九年のカナダにおける国際数学者会議では、その方面の講演を行なうなど、活動は国際的になりつつある。 

すでに昭和三十九年に大学院修士課程が設置されていたが、さらに四十三年度から助教授一、一般教育の数学担当助教授一のポ 

スト増が認められた。たまたま、時を同じくして西三重雄が広島大学に転出したので、次に述べる小山、高村、竹内の人事が行な 

われ、研究・教育両面での充実が図られたのである。 

小山敏子はお茶の水女子大学在学中に亀谷のもとで Weyl のリーマン面の本を読んだが、東京大学の大学院修士課程修了後、本 

学の助手になり、アメリカ合衆国留学中に無限次可換群についての研究により Ph.D.が贈られ、昭和四十三年、専任講師(五十三年 

助教授)になった。また、同年には助教授として高村幸男(五十一年教授)を早稲田大学から迎えた。高村は東京大学在学中、福原満 

州雄、吉田耕作両教授について、微分方程式、関数解析を専攻し、ハイデルベルク(のちにフランクフルト・アム・マイン)大学の 

ケーテ(Köthe)教授に招かれてからは、そのスケールも大きくなった。帰国後、半群の非線形理論により一躍世界の注目を浴びるに 

至り、その活躍は世界的である。竹内順治は同じく四十三年に立教大学から助教授として来任、東京大学在学中は吉田耕作教授の 

もとに確率論の研究に従事した。現在も同じ方面に意欲を燃やしている。 

助手は三人であるが、いずれも本学出身である。久保内信子は稲葉について代数的整数論を研究している。渡辺ヒサ子(五十一年 

助教授)は新しいポテンシャル論の研究を精力的に発表し、その成果は海外にあっても知られるようになった。亀谷の研究グループ 

の重要メンバーである。前田ミチエは伊関について実関数論を専攻、業績をあげるとともに、五十年から一年半アメリカ合衆国に 

留学した。 

なお、昭和五十一年度以降には、亀谷俊司、稲葉栄次が停年退官したのち、藤原正彦が新たに本学科の専任教官として着任した。 

最後に、学生と卒業生の状況について一言触れておく。学生の半数は、会社に就職するが、教職に就く者もいる。近年とくに目 

立ったのは、パートならば勤めてもよいという者が現われてきたことである。一方研究者になろうと志す者も数人ずつ出ている。 

他のしかるべき博士コースのある大学院に進む者もいるが、本学の修士コースで一仕事して様子を見たうえでのことにしようとい 

う者もある。時間に束縛されながら一定の期間に独創的な仕事をしようとするのは、本人にとっても、指導する側にとっても容易 

ではない。また修士でよい仕事ができても、世間でそれにふさわしいポストを与えてはくれない。助手のポストはその最高のもの 

であるが、それがないのである。幸いにも、大学や研究所に職を得ている者、フランス国費留学生として在仏中の者、その他海外 

にあって研究を続ける者が何人かはいる。彼女らのポストをどうすればよいかはやはり解決されたわけではない。いろいろな大学 

で大量の大学院卒業生をつくり、それが溢れているからである。それらの就職先をつくるためにさらに大学院を拡充するという悪 

循環がエスカレートする。ただでさえ男のつくった機構に女が入り込む余地は少ないのである。この辺に女子大学として解決に努 

力しなければならない問題が(博士コースの設置だけでなく)あるようである。 

教室の活動が拡大するにつれ、海外から訪れ、講演を行なった学者も少なくない。代表的な名をあげれば、ハーヴァード大学の 

フィールズ(Fields)賞で著名なアールフォース(Ahlfors)教授、パリ大学のブルロー(Brelot)、ショケー(Choquet)両教授、ルント大 

学のゴールディング(Gårding)教授、フィールズ賞に輝くコレージュ・ド・フランスのセール(Serre)教授、ボン大学のクリンゲンベ 

ルク(Klingenberg)教授らである。 

以上が数学科設立からの概略である。また、運営は教授が一年交代で主任を務め、教室会議にはかって、まとめ、実施する。参 

考のために昭和五十年度現在の数学科の講座名と所属メンバーを次に記しておくが、担当者は、いつも一定であるとは限らず、学 

科の事情や、学界の変動に従って流動的である。 

第一講座古典解析学(伊関教授・松田助教授)、第二講座近代解析学(亀谷教授・澤島助教授)、第三講座代数学(稲葉教授)、第四講 

座幾何学(立花教授・小川助教授)、第五講座応用数学(林田教授・高村助教授・竹内助教授)、一般教育(小山講師)。 

 

教官の研究活動 

 

数学科歴代教官の主な発表論文、著書などは、以下のとおりである。 



稲葉栄次の著書には『代数関数の代数的理論』(昭和二十四年)がある。論文には、On the imbedding problem of normal algebraic  

number fields, 1952.On generalized Artin-Schreier equations, 1962.がある。亀谷俊司の著書には、『集合と位相』(昭和三十六年)、 

『同演習』(昭和三十七年)がある。論文には、On Hausdorff's measures and generalized capacities with some of their applications  

to the theory of functions, 1954. An elementary proof of the fundamental theorem of normed fields, 1952.がある。伊関兼四郎の 

論文には、On the imaginary quadratic fields of classnumber one or two, 1951. On quasi-Denjoy integration, 1962. がある。立 

花俊一の著書には、『リーマン幾何学』(昭和四十二年)がある。論文には、On almost analytic vectors in an almost Khälerian  

manifold, 1959. がある。林田侃の論文には、A class number associated with the product of an elliptic curve with itself, 1968. 

がある。松田千鶴子の論文には、Étude de l'équation différentielle ordinaire sur une surface de Riemann, 1961. がある。澤島侑 

子の論文には、On spectral properties of some positive operators, 1964. がある。小川洋輔の論文には、On C-harmonic forms in 

a compact Sasakian space, 1967. がある。小山敏子の論文には、On quasi-closed groups and torsion complete groups, 1967. が 

ある。高村幸男の論文には、Nonlinear semi-group in Hilbert spaces, 1967. がある。竹内順治の論文には、On the sample path of 

 the symmetric stable processes in spaces, 1964. がある。久保内信子の論文には、Generalized Artin-Schreier equations for  

power Series field, 1962. がある。渡辺ヒサ子の論文には、Balayages of measures and dilations on locally compact spaces, 1971. 

がある。前田ミチエの論文には、On a problem concerning coincidence of tangent planes, 1969. がある。 

 

第三節 物理学科 

 

旧制の時代 

 

明治三十一年に分科制が取り入れられ、文科と理科に分かれて以来、物理学は、数学・化学・動物及植物と並んで、理科の主要 

科目であった。昭和二年以来、理科の第三学年および第四学年はおおむね数学・物理及化学・動物及植物の三選修に分かれた。 

物理学の授業は、東京帝国大学物理学科出身の乙部孝吉講師(明治四十四年教授)が、明治四十三年以来昭和十九年まで三十四年 

間にわたり、ほとんどただ一人で担当してきた。乙部は物理学の教育にすこぶる熱心で、授業についても、独自の工夫をこらした 

自作の装置を数多く用いて生徒に説明することが多かった。昭和になって、化学・動物学・植物学の教官はそれぞれ二、三名に増 

員されたが、乙部は自己の主義を全うするために、あえて一人で物理学の全授業を担当した。ただその間、光雪枝(大正五年第六臨 

時教員養成所助教授)・岡田けい(大正八年嘱託、大正十年―昭和十六年助教授)が助教授として乙部を補佐し、主として生徒の物理 

実験の指導に当った。また東京女子高等師範学校理科および東京文理科大学を卒業した湯浅年子が、昭和十三年に東京女子高等師 

範学校助教授となり、十六年に日仏交換学生としてジョリオ・キュリー教授のもとへ留学するまでのあいだ後進の指導に当った。 

昭和十七年以降乙部が健康を害したので、当時東京高等学校教授であった高橋喜久雄が講師として来校し、十八年頃には物理学 

の大部分の講義を担当した。なおその頃日吉夏男が助教授として着任し(昭和十八―二十二年)、鴨下源一も嘱託として教育の任に 

当った(昭和十八―二十年)。 

第二次世界大戦の開始とともに、校内外にもその影響がしだいに現われだし、昭和十七年以降は在学年限が半年間短縮され、在 

学中も軍需工場あるいは農村へ学徒動員されることが多くなった。そして十九年一月に乙部が逝去し、九月に教授として宮本九一 

郎が旧制福岡高等学校より転任してきた。また、戦争末期の二十年に湯浅年子が帰国し、東京女子高等師範学校教授となった。こ 

の時日吉は応召中であった。 

戦争終結後、宮本と湯浅が中心となって物理学教室の再建に当った。当時は物資は窮乏し、個人の生活も困窮を極めていたが、 

東京女子高等師範学校では理科を中心に「東京女子帝国大学」への昇格運動が進められ、湯浅年子はその先頭に立って活躍した。 

なお当時加藤清江、藤田長子、神谷美子など、東京女子高等師範学校出身者が相継いで嘱託(のちに助手)となり、嘱託として着任 

した望月渉(のちに助手)とともに学生実験の指導に当った。昭和二十二年に阿阪三郎が、岐阜師範学校教授から東京女子高等師範 

学校教授に転任した。二十四年にはお茶の水女子大学が設立され、それに伴って下瀬恒人と坂上治郎が、ともに気象研究所より東 

京女子高等師範学校教授として着任した。 

旧制時代の本校は中等教員の養成を目的とする学校であったので、その卒業生は戦前は主として高等女学校などの教員として勤 



務し、女子の理科教育に多大の貢献をしてきた。しかし、戦前も文理科大学は女性の入学を認めたので、物理選修出身者でここに 

学んだ者も多い(湯浅年子・高木ミエ・小川静子・藤田長子・加藤清江・山崎美和恵など)。さらに戦後はすべての大学が女性に対 

して門戸を開いたので、卒業生のなかから東京大学・京都大学・名古屋大学などに進学する者も出た(神谷美子・大野鑑子・山口頼 

子など)。これらのなかには、その後も物理学の研究を続け、現在各大学で教授や助教授の席を占めている者が多い。 

 

物理学科の創設 

 

第二次世界大戦後の学制改革に伴って、昭和二十四年にお茶の水女子大学が発足し、理家政学部のなかに力学、電磁気学・光学、 

量子力学、原子・原子核物理学の四講座から構成される物理学科が設けられた。当初の教官は教授が宮本九一郎、湯浅年子、下瀬 

恒人、助教授が坂上治郎(三十二年教授)、阿阪三郎(三十一年教授)であった。いずれも当初は東京女子高等師範学校教授が本官で大 

学の教官を兼務したが、逐次大学の専任教官となった。ただし湯浅年子は二十四年にフランス政府の招きを受け、ふたたび渡仏し、 

三十年に退官した。 

学生の入学定員は十二名で、そのほかに昭和二十四、二十五年度には、東京女子高等師範学校二年終了者二、三名の編入学を認 

めた。 

教室および実験室などは、東京女子高等師範学校物理学選修の設備(現在家政学部本館三階)を踏襲したもので、教官室二、講義 

室一、学生実験室四程度で、研究設備はほとんどないに等しかった。その後、東京女子高等師範学校の音楽教室および家政科の実 

験室などが移管され、研究室の増加が図られた。また阿阪三郎、坂上治郎は、助手大島耕一と協力して、乱流および物体の抵抗に 

関する研究を行なうため文部省より特別予算の交付を受け、五〇×五〇平方センチメートルの風洞を建設した。 

 

物理学科の変遷 

 

昭和二十五年に助教授として石黒英一(三十四年教授)が東京大学理学部より着任し、二十六年には専任講師として小川静子(二十 

八年助教授)が東京教育大学より着任、同年、専任講師として阿部英太郎(二十七年助教授)が東京大学理工学研究所より着任、二十 

七年には専任講師として橋爪夏樹(二十八年助教授、四十年教授)が東京大学より着任、ここでようやく四講座の教官がそろい、助 

手も五人となった。 

物理学科の創設に当った宮本九一郎は昭和二十七年頃より発病し、二十九年四月に逝去した。本学を卒業後東京大学理学部大学 

院在学中であった大野鑑子が同年十二月に専任講師(三十七年助教授)として迎えられた。三十二年に阿部英太郎が東京大学物性研 

究所創設のため転出し、三十三年に助教授として中村輝太郎が東京大学より着任した。中村はその後三十七年には東京大学物性研 

究所に移り、三十八年には、本学を卒業後東京大学物理学教室で助手をしていた田中翠が専任講師(四十年助教授、五十年教授)と 

して迎えられた。また専任講師として洪姙植(三十五―三十九年)、広池英子(三十七―三十八年)が学生の教育に当った。そのほか、 

毎年東京大学その他の大学の著名な学者や新進の研究者が非常勤講師として講義を担当した。 

昭和三十七年以来スウェーデンおよびアメリカ合衆国で研究中であった大野鑑子は、三十九年に帰国し、北海道大学に転出した。 

また小川静子は三十九年に渡米し、南カリフォルニア大学で研究に従事し、四十三年に退職した。この間、三十九年に大学院修士 

課程が設置されている。三十五年から助手であった清水幹夫は四十年に助教授となり、四十五年に東京大学宇宙航空研究所に転出 

した。四十年浜野勝美が小林理学研究所より専任講師として着任し、四十三年に東京工業大学に転出した。四十一年には助教授と 

して岩田義一が東京大学より着任し、四十二年に物理学科に一般教育担当の教授定員が加えられたのに伴い、一般教育物理学担当 

の教授となった。四十三年、本学出身の伊藤厚子が助教授(五十二年教授)として東京大学物性研究所より着任し、三十二年より本 

学助手であった亀井理が四十四年に専任講師となった。四十五年助教授として伊藤敬(五十二年教授)が東京大学より着任した。五 

十年に坂上治郎が本学の環境科学(総合コース)担当に配置換えとなった。 

昭和五十一年度以降には、柴田文明、池田宏信、冨永靖徳、福田博が、新たに本学科の専任教官として着任し、下瀬恒人、阿阪 

三郎、岩田義一が退官した。 

なお、お茶の水女子大学になってから助手を務めた者は、次のとおりである。 



加藤清江、藤田長子、望月渉、岩田(旧姓小林)正子、金尾美代子、平野(田中)茅子、望月(松田)昌子、大島耕一、渡辺幸彦、大島(長 

沢)裕子、寺尾(横田)実栄子、大井喜久夫、川野綾子、森本(柿崎)せつ、河野(小森)登規子、木村(児山)淑子、岡嶋(野口)葵、所哲司、 

加藤真規子、佐藤浩史、池口(佐藤)温子。 

 

大学院の設置 

 

昭和三十九年度より理学部に大学院理学研究科(修士課程)が開設された。物理学専攻は、四講座、学生の入学定員八名で発足し 

たが、三十八年度に教授一名の定員増が認められたので、従来の原子・原子核物理学の講座を、核物理学および物性物理学講座に 

分け、全部で五講座の編成となった。それとともに、大学院の学生の入学定員は十名となった。大学院学生の専攻課程は、現代物 

理学の発展の状況と、担任教官の専攻分野などを考えて、次のように定められた。A 流体力学・乱流、B 素粒子論・数理物理学、 

C 物性物理学(理論)―原子分子の理論および統計力学、D 物性物理学(実験)―磁性体。 

 

実験室などの整備・充実 

 

大学院修士課程の設置に伴い、昭和四十二、四十三年度に理学部の本館が新築された。これは鉄筋六階建で、教室・教官研究室 

のほかに、多くの実験室および研究室などを備え、本学としては最初の本格的な大学校舎であった。そのうち理学部管理部を除く 

一階の大部分と、二階のほとんど全部が物理学科に割り当てられた。そのなかに講義室二、輪講室二、教官研究室十、大学院研究 

室(理論)五、学生実験室二のほかに、教官および大学院学生の研究実験のために、流体力学実験室Ⅰ・Ⅱ、磁性実験室Ⅰ・Ⅱ、共 

通実験室として X 線実験室、磁石室、試料作製室、工作室などが設けられた。 

坂上治郎は、文部省・環境庁などの援助を得て、旧本館の風洞を八〇×八〇平方センチメートルに拡大して新館の一階に移設し、 

かつ風洞内でまったく任意の温度成層をつくるわが国最初の装置をつくった。さらに、文部省特別設備費および科学研究補助金に 

よる設備費などにより、阿阪三郎の尽力により、回流水槽・曳航水槽が設置され、田中翠、伊藤厚子などの努力により X 線回折装 

置・メスバウア効果測定装置などが逐次設置され、後者については精密温度制御装置や実験装置に直結して制御をなし得るミニコ 

ンなども整備され、移転当初は閑散としていた実験室も、各種装置・器具で満たされた現在では、狭隘を覚えるようになった。ま 

た、石黒英一などの尽力により、四十二年に電子計算機(OKI MINITAC 7000)が導入され、物理学教室の一角を借りて、理学部共 

通施設として、電子計算機室が開設された。物性研究グループ(田中・伊藤)の強力な推進力により理学部に導入されたヘリウム液 

化装置もまた、物理学教室の一室を借りて設置され、全学の共同利用施設として運営されることとなり、物性グループの研究環境 

が格段に向上した。 

 

教官の研究活動 

 

宮本九一郎は東京女子高等師範学校の物理教室にあった水晶分光器を利用し、タマムシの翅の反射光の分光学的研究を行なった。 

阿部英太郎は Cu(CH３COO)２・H２O におけ Cu++イオン対の電子構造を研究する一方、助手平野茅子とともに、Al-Aｇなどの合金 

についての内部摩擦の測定を利用しての Guinier-Prestone-Zone の観察に成功した。また学生を指導して、電気的純四重極共鳴装 

置を作製し測定を行なった。小川静子は当時ようやく盛んになってきた磁性体の核磁気共鳴の研究に取り組み、フェライトについ 

ての研究を行なった。大野鑑子は、強磁性などの協力現象の統計力学の研究を経て、緩和関数のクラスター展開法をつくり、それ 

をスペクトル線の圧力幅の理論に応用した。また蛍光体内の電子状態の研究も行なった。中村輝太郎は強誘電体における転移の観 

察法を確立し、転移の強誘電体分域構造および分域反転に及ぼす影響を研究した。また結晶の成長溶解過程の研究も行なった。清 

水幹夫は原子分子の物理学、とくに衝突の理論を専攻し、これを基に惑星大気の物理学を研究した。浜野勝美は強誘電体研究の研 

究設備を整え、NaNO２の低周波分散が強誘電性分域壁の運動によるものであることを明らかにし、NaNO２の分域構造について詳 

しい観察を行ない、一次元鎖模型によって、NaNO２の特異な圧電効果を説明した。また SbSI の単結晶を作製し、弾性圧電気電歪 

効果を測定し、これらが電歪理論によって説明できることを明らかにした。 



以上が昭和五十年度までに転出、退官した教官の主な研究活動である。次に現職の教官について述べる。 

下瀬恒人は陸軍気象部以来の気象学的研究をとりまとめたのち、素粒子論の研究に入り、グリーン関数の基本的性質を研究した。 

また、素粒子論の群論的性質と、これを利用しての素粒子の分類について深い関心を持ち、亀井理と協力し、数年にわたり大学院 

学生にこの方面の研究を指導した。亀井理は素粒子論を専攻し、宇宙線における衝突現象の共同研究に参加するとともに、相対論 

的不変性をはじめとする極く少数の原則だけで規制される素粒子の反応・分類についての諸性質を調べている。岩田義一は東京大 

学物理学科の宮本研究室在任中の研究テーマである、核融合の可能性を持つ炉および安定プラズマを得る方法についての理論的研 

究を続け、また分配関数の近似計算法を考えるなど、数理物理学的な方面でも多くの研究成果をあげている。石黒英一は東京大学 

における研究テーマである原子分子内のエネルギー準位の計算を継続し、厖大な数表を作製し、逐次『お茶の水女子大学自然科学 

報管』に発表した。現在も原子分子の量子力学的研究分野の研究グループの一人として活躍している。助手の佐藤浩史は二原子分 

子のエネルギー準位および分子衝突の断面積の計算に専念し、合せて電子計算機の利用法について研究している。伊藤敬は四十五 

年に着任して以来、原子分子内の電子相関についての研究を行なっている。橋爪夏樹はアメリカとヨーロッパでの研究生活を終え、 

三十九年秋に帰国ののち、プラズマと電磁場の系に対する運動論を経て、ボルツマン方程式のゆらぎの研究を行なっている。なお 

統計力学に関する著書・解説を『岩波講座 現代物理学』などに執筆している。 

坂上治郎は、設備の乏しかった頃、タンポポを利用した独特の風向計その他を用いて、大気乱流の微細構造の研究を行ない、ま 

た実験室内で小規模な風洞を自製し、乱流の研究を行なった。その後設置された大型風洞内でまったく任意の温度成層をつくる装 

置を新たに開発し、複雑な条件のもとでの拡散の模型実験を実施し、また野外実験により熱塊の構造の研究を行なっている。坂上 

はこの方面における多年の研究業績により、昭和四十三年に気象学会藤原賞を受賞し、また近年は通産省・厚生省・環境庁などの 

公害問題に関する多くの委員会の委員として活躍している。加藤真紀子は助手として坂上に協力してきた。阿阪三郎は昭和三十年 

に旧本館に設置した風洞により物体の抵抗および伴流の構造に関する実験研究を進めた。四十二年以降は、静止水糟、曳航水槽お 

よび回流水槽を設置し、これらを用いて粘性流体の流れの研究を行なってきた。熱塊の生成と運動、平行平板のあいだの熱対流の 

不安定性、球および円錐の併流における渦の発生などを観測し、理論との比較検討を試みた。さらに最近は渦輪の発生・観測装置 

を開発し、粘性流体中における渦輪の発生・運動・減衰を調べ、また二つの渦輪の干渉について多くの興味深い現象を見出した。 

助手の大島裕子は前記の各研究の実験を担当し、とくに渦輪の研究については寄与するところが多い。田中翠は磁性体の研究、と 

くにフェライトでのヤーンテラー効果による結晶歪に興味を持ち、Fe++のメスバウア効果測定の結果から、FeCr２O４, FeV２O４では 

微視的歪が巨視的歪に先立って生ずることを見出した。さらに異なる二種のヤーンテラーイオンを含む Ni１-xFexCr2O4系での研究、 

硫化物フェライトのように巨視的歪が誘起されない系での Fe++電子状態の研究などを行なってきた。所哲司は田中と協力して研究 

に従事したが、とくに Ni0.98Fe0.02Cr2O4の単結晶作製に尽力した。伊藤厚子はメスバウア効果を利用して、化合物中の鉄原子核と 

まわりの電子との超微細相互作用を測定してきた。これによっていくつかの対称性のよい結晶中の二価の鉄の電子状態を解明する 

ことができた。また、KFeF３の研究では、今までに知られていたネール点のほかにスピン再配列転移点があることを見出し、単結 

晶を用いた測定から磁気構造を決定した。森本せつは、浜野勝美と協力して、NaNO２の強誘電分域構造の電圧による動きを光学的 

に研究していたが、昭和四十四年以降、伊藤と協力して KFeF３などの磁性の研究を行なっている。 

 

学生の教育と活動 

 

大学開設当初、物理学科学生に対する学科課程では、力学・電磁気学・光学・熱力学・気体運動論・量子力学・原子物理学・原 

子核物理学・物理数学などの主要科目に物理実験・物理学輸講および特別研究(卒業研究)を加えた六十単位が必修科目とされた。 

そのほかに物理数学演習などの演習および各種の特殊講義など、七十九単位が選択科目として用意された(三四二―三頁)。この課 

は、学生が卒業後、物理学の研究者として、あるいはその応用に携わる技術者・教員として活動するための基礎を培うことを目的 

としている。これは旧制時代の教育からの脱皮を目指すもので、各教官とも清新の意気込みをもって教育に当った。 

その後、学科の充実に従って学科課程も改訂されてきた。昭和四十九年の学科課程は次のようである。 

講座は、第一講座力学、第二講座電磁気学、第三講座量子力学、第四講座核物理学、第五講座物性物理学の五講座である。その 

科目は、基礎教育科目としては、基礎数学 A(二単位、以下単位を省略)、同 B(二)、同 C(二)、同 D(二)、同 E(二)、基礎化学 A(二)、 



同 B(二)、同 C(二)、同 D(二)、基礎生物学 A(二)、同 B(二)、同 C(二)、同 D(二)がある。専攻科目〔必修〕(三十八単位)としては、 

力学Ⅰ(四単位、Ⅰ年次、以下年次を省略)、同Ⅱ(二、Ⅱ)、電磁気学および光学Ⅰ(四、Ⅱ)、同Ⅱ(二、Ⅲ)、熱学および熱力学(二、 

Ⅲ)、量子力学(四、Ⅲ)、気体論および統計力学(二、Ⅲ)、原子核物理学(二、Ⅳ)、物理数学(四、Ⅱ)、物理学実験Ⅰ(二、Ⅱ)同Ⅱ(二、 

Ⅲ)、物理学輪講(二、Ⅲ)、特別研究(六、Ⅳ)があり、専攻科目〔選択〕としては、基礎物理学 A(二)、同 B(二)、同 C(二)、同 D(二)、 

理実験学(四)、実験工作法(一)、物理数学演習Ⅰ(二)、同Ⅱ(二)、力学演習(二)、量子力学演習(二)、流体力学(二)、音響学(二)、光学 

特論(二)、相対性理論(二)、電磁気学特論(二)、応用電気学(二)、電子工学(二)、量子力学特(二)、数理物理学(二)、原子物理学(二)、 

物性論Ⅰ(二)、同Ⅱ(二)、X 線および結晶物理学(二)、原子核特論(二)、素粒子論(二)、生物物理学(二)、物理学史(二)、数値解析(二)、 

物理学特論Ⅰ(二)、同Ⅱ(二)、同Ⅲ(二)、同Ⅳ(二)、同 V(二)、天文学(二)、地球物理学(二)、気象学(二)、超高層物理学(二)、電子計 

算機(二)、プログラミング言語と実習(二)がある(このなかから十二単位以上選択)。関連科目〔選択〕(六単位)は、化学基礎実験(一)、 

生物学基礎実験(一)、および理学部他学科の科目から選択することとなっており、そのほか自由選択科目(二十単位)がある。 

学生の素質はなかなか優秀で、教官たちの熱意に応えて大いに学習の成果をあげ、古い伝統を受け継ぐ一方、新しい学風の創成 

がおもむろに行なわれている。旧制時代と異なり、卒業生は大学院に進学する者、大学・官庁・会社などの研究室に就職する者が 

大部分で、卒業後相当長期にわたって、科学技術関係の職に携わっている者も多い。もとより一部のものは高等学校や中学校の優 

秀な教員となっていることはいうまでもない。 

 

第四節 化学科 

 

旧制の時代 

 

明治三十一年に文、理二科が設けられた時、理科の学科課程中には自然科学系科目として数学、物理学、博物学、地学とともに 

化学があり、それには無機化学、有機化学、実験および教授法が含まれていた。 

平田敏雄は分科当初の明治三十二年より昭和四年まで在職し、化学一般を担当した。黒田チカは明治三十九年に理科を卒業した 

のち、福井師範学校女子部に勤め、その後東京女子高等師範学校研究科を修了して、明治四十二年助教授に任ぜられ、学生実験の 

指導を担当した。大正元年に長井長義東京大学医学部薬学科教授が講師に就任した時は、その助手としての役割をも兼ねた。大正 

二年に東北帝国大学が女性に門戸を開放すると、東京女子高等師範学校委託学生として入学し、大正五年に卒業、わが国における 

女性の最初の理学士となった。その後大正七年に東京女子高等師範学校教授に就任し、有機化学を担当することになった。この頃 

紫根の色素シコニンの構造やセミミクロ分析法についての発表がある。大正十年から二年間、文部省在外研究員として渡英、W・ 

H・パーキン(William Henly Perkin)教授のもとでインドール誘導体、アルカロイドなどの合成に従事した。帰国後、理化学研究所 

真島利行研究室で紅花の色素カーサミンの研究に着手し、昭和四年にその構造決定によって化学の分野では女性として最初の理学 

博士の学位を東北大学より授与された。また、昭和十一年に「紅花の色素カーサミンの構造研究」により日本化学会真島褒賞を受 

けた。その後引き続き青花、黒豆、ナス、アズキ、シソなど、天然物の色素を手がけ、やがてナフトキノン系色素、ウニのとげの 

色素、タマネギの皮の色素ケルセチンに及んだ。これらの研究により後年(昭和三十四年)紫綬褒章を受けている。昭和四十三年十 

一月、福岡市において永眠、八十四歳であった。 

林太郎は昭和二年に講師(四年教授)として着任し、無機化学、物理化学、分析化学を担当した。研究面では理化学研究所久保田 

勉之助研究室に属し、含窒素有機化合物の研究に従事した。阿武喜美子は昭和七年東京女子高等師範学校理科を卒業し、十二年に 

東京文理科大学化学科を卒業したのち、女性としてはじめて東京帝国大学大学院に入り、農芸化学科藪田貞治郎研究室において研 

究した。十六年、東京女子高等師範学校助教授(十九年教授)に着任し、有機化学と分析化学、またはじめて生物化学の講義を担当 

した。キシリタン、キシリトール誘導体の化学構造、コウジ酸誘導体、鮭卵脂質などの研究がある。十七年に西岡曳一が教授に着 

任したが、不幸にして同年病没し、後任として吉田武子が教授に着任、無機化学と物理化学を担当した。吉田は大正三年に東京女 

子高等師範学校卒業後、東北帝国大学に進み、昭和二年に理学部化学科を卒業、さらに京都帝国大学化学研究所で気体反応の動力

学的研究を行なった。 

当時東京女子高等師範学校には向学心に燃える生徒が少なくなかったが、これらの生徒にとって教育・研究両面にいそしむ教官 



から受けた影響がいかに大きかったかの述懐を聞くことがしばしばある。 

 

化学科の創設 

 

化学科は、昭和二十四年にお茶の水女子大学理家政学部の一学科として発足し、翌二十五年には、学部の再編成によって、理学 

部化学科となった。当初四講座が設けられ、東京女子高等師範学校から引き続き大学へ移った黒田・吉田・林・阿武の四名のほか、 

新たに二十四年に助教授として中西正城(三十六年教授)、二十五年に教授として立花 

 



太郎、二十六年に助教授として塩田三千夫(四十年教授)、二十七年には専任講師として玉虫伶太(同年助教授)が加わり、次のような 

講座が編成された。第一講座物理化学(立花教授・玉虫講師)、第二講座無機化学・分析化学(吉田教授・中西助教授)、第三講座有機 

化学(林教授・塩田助教授)、第四講座生物化学(黒田教授・阿武助教授)。 

学生の入学定員は当初十二名であった。発足時のカリキュラムでは必修科目として物理化学(八単位)、同実験(二)、無機化学(八)、 

同実験(二)、分析化学(四)、同実験(四)、有機化学(八)、同実験(二)、生物化学(八)、同実験(二)、化学演習(四)、特別研究(六)、選択 

科目として高分子化学、構造化学、応用化学、その他特論などが用意され、化学という学問の性格から、物理学、生物学、地学な 

ど自然科学諸分野との関連をも重視したカリキュラムが編成された。実験に多くの時間を当てるのは化学科カリキュラムの常道で 

あるが、多くの学生はそれ以上の時間を実験室で過したようである。非常勤講師として他大学、研究機関に所属する人たちの協力 

を得て、はじめから多彩な科目が開講できたのは幸せであった。このなかには、十年以上にわたって協力された人びとが幾人かあ

る。 

化学科は大学本館(昭和四十九年より家政学部本館と名称変更)の三階東側の全翼と北側の一部、および屋上の二室を占めたが、 

これだけでは発足時にすでに狭隘であった。カリキュラムに従う各種の実験、特別研究、教官の研究をまかなうにはあまりにも狭 

く、その悩みは年とともに深刻になった。当時東京でもまだ戦後の荒廃から十分に立ち直っていなかったため、水・電気の供給が 

途絶えて、実験の中断を余儀なくされることも珍しくなかった。水道は圧力不足のため三階まで届かないので、実験のあいだ冷却 

器に通す水をバケツに入れて一階からリレーして運んだのも、今は昔の語りぐさになっている。その後高圧給水設備が完成して、 

水不足の悩みはどうやら解消された。施設の不備は電気系統にもあって、不相応に立派な配電盤が化学科の一室に設けられていた 

が、実際に使える電力が意外に小さくて、電気機器のスイッチを入れる時には、ヒューズが飛びはしないかと気をつかったもので 

ある。 

 

化学科の発展 

 

昭和二十七年に黒田チカが停年退官したあと、阿武喜美子が生物化学講座担当教授となり、助教授には二十九年に成田耕造が招 

かれた。成田は三十四年大阪大学へ転ずることになり、後任の専任講師として瀬野信子(三十七年助教授、五十年教授)が着任した。 

三十一年に専任講師として岡嶋正枝(四十二年助教授、四十三年教授)が就任し、主として一般化学および基本化学実験などを担当 

することになった。また同年に東北大学へ転任した玉虫のあとを専任講師として和田昭允(三十五年助教授)が継ぎ、さらに和田の 

東京大学転出のあと三十八年には助教授として佐野博敏が着任し、三十二年に吉田武子が停年退官したあとは、教授として内海誓 

一郎が受け継いだ。 

昭和二十七年以後、全学的なカリキュラムの再編成が行なわれた結果、専門科目の物理化学、無機化学、有機化学、生物化学お 

よび分析化学は、それぞれⅠとⅡに分けられ、Ⅰはすべて必修とし、Ⅱは選択となった。専攻科目〔必修〕(三十六単位)には以上 

のほか、基本化学実験、無機・分析化学実験、有機・生物化学実験、物理化学実験、化学演習および特別研究が含まれた。関連科 

目〔必修〕(十二)には、とくに一般物理学が加えられたほか、構造化学、応用化学など十数種が自由選択科目(二十八)に含まれるこ 

とになった。このカリキュラムは、その後幾度かの小改訂があったが、その大要は現在もなお存続している。とくに四十五年以後 

は、それまで半年間であった特別研究の期間を一年間に延長するなど、いっそう重みが加えられるようになった。 

昭和三十九年に大学院理学研究科が設置されるとともに、新たに第五講座分析化学が設けられ、中西正城がこれを担当すること 

になった。やがて四十二年に内海誓一郎、次いで四十三年には林太郎が停年退官し、それぞれを教授として着任した曽根興三と塩 

田三千夫が引き継ぎ、有機化学の専任講師に前田侯子(五十三年助教授)が就任した。四十四年には構造化学担当の助教授として細 

矢治夫が、また都立大学に転じた佐野のあとに四十七年に助教授として丸山有成(五十五年教授)がそれぞれ就任した。五十年に阿 

武喜美子が停年退官したあとを瀬野信子が継ぎ、瀬野のあとには五十年に助教授として松本勲武が迎えられた。 

昭和五十一年度以降、永野肇、藤枝修子、福田豊が本学科の専任教官として着任し、また岡嶋正枝、立花太郎が退官した。 

化学科の占有面積は創設当時すでにかなり不足していたが、その後学生定員および設備の増加や、とくに修士課程の設置によっ 

て研究活動が活発になり、多様化したため、教室面積の不足はきわめて深刻な問題となった。文教育学部教育学科の音楽練習室と 

家政学研究科棟が別にできて移転した際、三階の西南端と中央部に実験室・研究室合せて四室が化学科に追加されたが、それすら 



焼石に水であり、まさに破裂寸前の状態にあった時、四十二年から四十三年にかけて理学部本館の新築が成り、それまでの約二倍 

の面積を占有できることになって、化学科専用の機器室数室と可燃物取扱室、低温実験室、工作室などのほか、他学科と共用の図

書室も設けられて、十分とはいえないまでも問題はかなり緩和された。この時同時に導入された電子計算機やその後漸次設置され 

た全学共通のラジオアイソトープ実験室、極低温実験室など、研究・教育上の施設はしだいに改善された。しかしその後も人・物 

両面での膨張が続き、教室面積については現在ふたたび過飽和状態に至っている。 

旧制の時代には化学教官の研究活動は主として学外(理化学研究所など)で行なわれていたため、大学に移行した当時の化学教室 

には研究用機器は事実上皆無であった。またカリキュラムに則った学生実験用の機械・器具にも不足していた。第二次大戦後の国 

力の疲弊と不安定な社会状勢のなかから出発して、教育・研究機関としての設備を整えるには長い年月が必要であった。はじめ家 

政学部と協力して一台の紫外可視分光光度計を購入したのを皮切りに、教職員の積極的な努力の結果、国力の回復と相まって、逐 

次整備が進められた。現在化学教室所属の主な機器には、各種の紫外可視分光光度計、赤外分光光度計、蛍光分光光度計、レーザ 

ーラマン分光光度計、旋光分散計、光散乱光度計、X 線回折計、電子顕微鏡、示差熱分析装置、高分解能核磁気共鳴装置、電子ス 

ピン共鳴装置、磁気天秤、ガスクロマトグラフ、糖自動分析機、アミノ酸自動分析機、公衆網ＴＳＳ端末装置、蒸気圧降下法分子 

量測定装置、データーレコーダーなどがある。 

学部学生の入学定員は、創設時は十二名であったが、昭和三十四年度から二十名に増員され、現在に至っている。東京女子高等 

師範学校在学生および卒業生の編入学、他学科との相互の転学科、臨時増募、外国人留学生受け入れなどもあって、第二十四回(昭 

和五十年)までの学部化学科卒業生は四〇九名を数えるほか、さらに多数の研究生と聴講生を受け入れている。卒業生の進路は、本 

学または他大学の大学院への進学、大学・研究所など公共研究機関、諸官庁、各種の会社、教職(中学・高等学校)などに大別され 

る。大学院への進学者は、本学大学院修士課程へ三十一名、他大学大学院へ三十七名であり、化学科卒業生で博士号取得者は三十

五名になっている。本学大学院理学研究科(修士課程)化学専攻では、五十名が理学修士号を取得した。 

 

教官の研究活動 

 

立花太郎は、助手鈴木(旧姓高石)照子、助手河野友子とともに、単分子膜法による抗原抗体反応の研究法を開発し、それによっ 

て抗体活性部の高次構造性を実証した。また井口潔(昭和二十七年助手、二十八―三十年専任講師)とともに、単分子膜に粘弾性の 

存在することを発見し、表面レオロジーを開拓した。続いて助手奥田典夫と吸着分子の電子スペクトル測定法を開発し、それを用 

いて固体酸表面にルイス酸点の存在することを実証した。また助手竹野(神原)英子とともに、ラセン状結晶のラセンの向きが構成 

分子の不斉で決定されることを発見した。その後、助手杉本(袋井)登美とイオウの光可逆的析出現象を研究し、また助手堀(小竹) 

佳也子とともに、界面および液晶系における不斉高次構造の研究を行なった。これらの研究の背景となった「界面およびコロイド 

系における高次構造に関する研究」に対して日本化学会賞(昭和五十一年度)が授与された。立花はまた、日本化学会の副会長(昭和 

四十六―四十七年)ならびに化学界における代表的出版物である日本化学会編『新実験化学講座』全二十一巻、昭和五十―五十三年) 

の編集委員長を務めた。玉虫伶太は、電極反応の基礎過程を詳細に解析し、また金属イオンの還元過程に対する界面活性剤の影響 

を研究した。和田昭允は、合成ポリペプチド分子の双極子能率、回転緩和を測定し、溶液中におけるα‐ラセン構造の存在を実証 

した「溶液中におけるα‐helix の構造とその変形に関する研究」に対して、昭和三十五年度日本化学会進歩賞が授与された。佐野 

博敏は、メスバウア分光学をわが国ではじめて化学へ導入し、鉄またはスズ化合物の結晶内の分子間・分子内の結合状態に関して 

新知見を得た。丸山有成は、トンネル分光学を化学へ導入して、有機半導体の電子構造および非晶性有機固体の電子物性の研究を 

進めている。 

無機化学担当の初代教授の吉田武子は、気相反応の動力学をテーマとして、助手佐田進とともに、アンモニアと四塩化チタンの 

反応について研究を行なった。内海誓一郎は、無機高分子ポリリン酸塩の研究を行ない、これには助手として島正子、竹松(夏堀) 

明子、田中(室島)和子、藤枝修子の協力があった。曽根興三は、お茶の水女子大学に来任する以前から、金属キレート錯体の吸収 

スペクトルについて広範囲の研究を行ない、これに関連してブラジルのサンパウロ大学での共同研究に参加した(昭和二十八―三十 

年)。着任後は、錯体のサーモクロミズムの研究を継続するほか、混合キレート錯体の研究において多くの新知見を得ている。この 

研究の一部は協力者の助手福田豊の学位論文(昭和四十九年)となった。さらにラマンスペクトルによって溶液中の錯体の構造や結 



合状態を解明する研究も行なった。 

細矢治夫は、すでに主に反応中間体の電子スペクトルの測定と電子構造の計算を行なっていたが、着任以来、分子のトポロジー 

的構造と諸性質との関連をテーマとし、トポロジカル・インデックス、距離多項式、セクステット多項式、王様多項式などの新し 

い概念を提出している。また分子軌道理論の解析にグラフ理論を適用した。 

林太郎は、東京女子高等師範学校とお茶の水女子大学の両時期を通じて、含窒素有機化合物の立体化学や触媒反応などに関する 

研究に従事したが、特筆すべきは、その後期において行なった化学発光の研究である。助手として久山美弥子と前田侯子が協力し 

たが、とくに化学発光の研究の多くは前田とともに行なわれた。この研究ではロフィンの化学発光現象を有機化学的ならびに光化 

学的に追求し、反応中間生成物を遊離基として確認して、発光反応の機構を解明した。続いて各種の発光反応やホトクロミズム、 

サーモクロミズム、ピエゾクロミズムの研究に及んだ。これらの業績をまとめた「化学発光とホトクロミズムの機構の研究」に対 

して、三十八年度日本化学会賞が授与された。また、日本化学会副会長(昭和三十二―三十四年)を務めた。林の退官後、有機化合 

物の光化学反応の機構に関する研究は前田に引き継がれている。塩田三千夫は、ステロイドの有機化学を研究テーマとし、とくに 

コレステロール誘導体の A、B 環の反応を中心に多様な研究を行なった。各種ステロイドのエポキシ誘導体の生成や反応の立体化 

学に及ぼす置換基の影響の系統的検討、また接触水素化による開環反応過程、その他各種ステロイドの水素化反応に対する置換基 

効果などの研究を展開したほか、立体選択的合成反応を開発している。これら一連の研究中の主な協力者は、助手大橋陽子、助手 

石毛正義である。岡嶋正枝は、着任前から黒田チカと協力して、天然色素の研究に従事していたが、着任後は、各種の日本産ウニ 

類のとげの色素(スピノクローム)の化学構造を解明し、それら相互の関係を明らかにした。 

阿武喜美子は、東京女子高等師範学校から新制大学への転換期、およびオハイオ州立大学への出張時期(昭和二十五―二十八年) 

を含めて、主として炭水化物の化学的研究を行ない、その間助手近藤シゲが協力した。その後助手瀬野信子、星玲子、吉本範子、 

大橋(旧姓青木)昌子、川合由美子および松沼和子の協力を得て、複合多糖の構造研究、後期にはとくに結合組織のムコ多糖の比較 

生化学的研究に取り組み、加齢に伴うムコ多糖の構造変化、また動物の系統発生と脊索および軟骨ムコ多糖の構造との関連性を解 

明した。その間、種々の新しいムコ多糖を発見してその構造を明らかにし、この研究の一部は川合由美子の学位論文(昭和四十三年) 

となった。また、日本結合組織学会会頭、日本婦人科学者の会会長を務めた。成田耕造は、タンパク質の一次構造の新研究法の開 

発に従事したが、その業績「タンパク質の化学構造に関する研究」により、昭和三十四年度日本化学会進歩賞を受けた。瀬野信子 

は、阿武との協同研究のほか、コロンビア大学における研究(昭和三十六―三十八年)をも含めて、主にムコ多糖タンパク複合体の

生化学的研究に従事し、新しいデルマタンポリ硫酸の発見とその構造決定などを行なった。この研究の一部は助手秋山文子の学位 

論文となった。その間に発展させた種々のムコ多糖の微量迅速分離定量法は臨床的にも広く活用されている。松本勲武はレクチン 

の研究を行なっていたが、着任後、生体物質間とくに複合糖質とレクチンとの特異的相互作用に関する研究を協力して進めており、

これに助手北垣温子が参加している。 

中西正城は、着任後電気化学的分析法の研究を始め、クーロメトリーやその自動滴定への応用の研究をした。これには助手とし 

て枚田(森)節子、小林はな子、島美喜子が協力した。その後分析化学にアナログ演算を取り入れる試みを発展させ、また反応速度 

論的分析法にアナログ・シミュレーションを用いた。これには助手西原千鶴子、助手今井(水野)愛子の協力を得た。さらに熱交換 

方式の熱量計を考案し、アナログ演算を併用して純断熱的結果を得る方法を開発し、助手藤枝修子の協力のもとにその測定法の精 

密化を行なった。 

 

第五節 生物学科 

 

旧制の時代 

 

学科目としての生物学は、博物学(動物・植物・金石)の名で、明治八年に東京女子師範学校が創立された当初の教則中にすでに 

見えている。後年女子高等師範学校となって以後は、まず文・理・技芸の三科分離(明治三十二年)、次いで学科内縦割り二部制(明 

治四十三年)へと、生徒の履修課程は一路分化の方向に進み、そのなかで生物学(植物および動物)の専門教育は理科第二部として実 

施されていた。ところが大正三年に二部制が廃止されるに及んで、以後は第三学年以上の選修学科目の形で扱われるようになった。 



専門の学科目としての植物および動物の両科目のほかに、いわば基礎教育科目の性格を持つ生物学通論が設けられたのは、はるか 

に下って昭和十三年のことであった。 

明治十四年に東京女子師範学校時代の本科生に対する動物学担当教員として、山崎忠興なる人の名が記録に残るが、人物・経歴 

を詳らかにしがたい。東京大学理学部の動物学科が第一回の卒業者三名を送り出したのは、ようやくこの年だった。女子高等師範 

学校として初代の生物学担当教官である岩川友太郎(雅号二村居士)は、実にその三人のうちの一人で、卒業と同時に東京師範学校(の 

ち高等師範学校)教諭に任官した。後年女子高等師範学校発足に際し、その教諭をも兼ねていたが、三十一年に文科・理科に分離し 

た際、その専任となった。生涯の専門分野は、軟体動物分類学、とくにアサリ類の研究で知られ、帝室博物館学芸委員の職や皇太 

子採集標本の鑑定役にも当っていた。生徒の教育にも熱心で、毎年三崎油壺の東京帝国大学臨海実験所に理科生を引率しての臨海 

実習は、すでに明治三十二、三十三年の頃から始められている。三十九年に平島権蔵が助教授として採用され、以後岩川の退官に 

至るまで、その片腕として勤めた。当時は動物学はもとより、植物学の授業までも久しくこの二教官が担当していたが、四十年に 

保井コノ(明治三十五年女子高等師範学校卒、三十八年から同研究科生として岩川の指導を受けた)が助教授として任官(大正八年教 

授)し、続いて四十三年に矢部吉禎が助教授(翌年教授)として来任して、ともに植物学を担当し、ここに両分野の分担が確立した。 

岩川は、大正十四年の退官まで、実に四十五年にわたり師範教育に従事し、この年後任の久米又三と交代した。平島はなお数年 

その職にあった。矢部は顕花植物の分類学でその名を知られ、とくに満蒙産植物の調査で幾多の業績がある。昭和三年に文理科大 

学に転じ、これまた新進の大槻虎雄と交代したが、昭和六年の没時に至るまで講師として来講していた。動物学の側では、下って 

昭和七年に理科教育強化の国策実施に伴い、陸水学の菊池健三が京都帝国大学塩湖実験所から専任の教授として来任、久米の授業 

負担を分かつ一方、自身の研究領域を生態・行動学から感覚生理学へと展開させたが、昭和十八年に東京帝国大学に転出し、代っ 

て同大学助手であった柳田為正がその職を継いだ。なお昭和五年に久米の米国留学期間(一年半)中、第一高等学校の高橋竪が併任 

の教授として、また東京帝国大学理学部卒の新進岡徹が臨時の講師として来講した。 

上記の植物・動物分野のほかに、人体生理学ならびに衛生学が生物選修学級の必修の学科目とされ、とくに衛生学については、 

北豊吉(医学博士)が大正九年来専任教授としてその授業を担当していた。昭和期に入ってのちは、若林勲、北博正(ともに医学博士) 

など、当時一流の俊英が来講し、示説実験に力を入れた授業を行なっていた。これらの分野の授業は、大学発足後は、体育学専攻(文 

教育学部教育学科)に移譲された形である。 

 

生物学科の創設と発展 

 

以上のように、お茶の水女子大学創設時における東京女子高等師範学校生物学関係の専任教授は、たまたま植物学担当二名、動 

物学担当二名という陣容であった。新発足の生物学科の体制としては、当然この現勢をふまえて、まず動物学と植物学にそれぞれ 

形態・生理関係の二講座を置くことになったが、さらにそのうえ、とくに保井の提唱により、動物・植物両専攻間の共通講座とし 

て、遺伝学と育種学の講座を設ける案が立てられ、これが実現をみた。この共通講座は、発足時の施設・設備としては、旧家事科

所属の園芸(当時助教授大岩金担当)のそれを踏襲するという学内了解に基づくものであった。新制大学の生物学科は、結局、第一 

講座動物形態学、第二講座動物生理・生態学(のち動物生理学と改称)、第三講座植物構造学(のち植物形態学と改称)、第四講座植物 

生理・生態学(のち植物生理学と改称)、第五 (生物学共通)講座遺伝学の五講座をもって発足したことになる。 

このうち第五講座のみは、専任教授を欠いていたが、やがてそのための定員増も実現して、ここに理学部内他学科に先がけて五 

つの講座が確立することになった。各講座につき助教授や助手の定員配置も整って、いずれも発足早々から完全講座の態をなし、 

内容的にも均衡のとれた体制となった。昭和三十九年に大学院理学研究科(修士課程)が設置された時点における状況も以上のまま 

で、五つの講座が揃っていわゆる修士講座となった。 

いまひとつの講座を加えようとのもくろみは、この時点の前後に、主として岡徹の発意に基づいて推進された。これは、たまた 

ま第四(植物生理学)講座に助教授、講師の定員が二つあり、その一方を助手の席に用いていたという実情と、第三(植物形態学)講座 

担当分野のその後の発展とをふまえたものであった。すなわち前者の講師定員を後者の助手定員と交換したうえ、後者を二つの不 

完全講座に分離して、細胞生物学の新講座を新設しようとの構想である。この線に基づく新定員の要求は、昭和四十八年度に至っ 

てようやくかなえられ、細胞生物学講座に助教授一、助手一の定員ならびに教授振り替え一がついて、その完全化をみた。目下第 



三講座(台帳上は第四講座)のみ助手定員一を欠いて不完全講座に止まる状況である。 

昭和二十五年当時の教官陣容は次のとおりである。第一講座は久米教授・坂宏子専任講師、第二講座は柳田助教授(三十五年教 

授)・荒木忠雄助教授(三十八年教授)、第三講座は保井教授・津山尚助教授(二十七年教授)、第四講座は大槻教授・塚本晃専任講師(三 

十六年助教授、四十八年教授)、第五講座は保井教授(兼担)。 

第五講座には昭和二十七年に岡徹が教授として任命され、次いで三十二年に新関滋也が助手から専任講師となり(三十七年助教授、 

五十二年教授)、結局旧制時代の生物学教官陣容から見ると二倍以上の増強となった。発足以来の主要な異動としては、まず二十七 

年に保井コノが停年退官したあとをうけて、太田次郎が同講座の助教授に着任した (四十五年教授)。次いで、三十二年に第一講座 

の専任講師に元非常勤講師の団ジーン(四十八年教授)が採用され、さらに三十五年(ァメリカ合衆国に留学中であった)坂宏子講師の 

退官により、木下清一郎が同講座助教授に着任した。この段階で、生物学科は新設の大学院理学研究科(修士課程)の生物学専攻を 

担当することになる。木下は四十一年に東京大学に転出し、その後任として東京都立大学から転じて来た米田満樹助教授も、これ 

また四十九年に一橋大学に転出した。その後任の助教授に岡山大学から弥益輝文が決定したのは、昭和五十年のことであった。 

第四講座でも、大槻虎雄が昭和四十二年に停年退官となり、代って四十三年に専売公社研究所から専任講師として清水碩(四十四 

年助教授、五十六年教授)が着任した。同年第五講座の岡徹が停年退官となり、その補充として国立遺伝研究所から石和貞男が助教 

授として着任した。 

なお前述の新設細胞生物学講座には、四十八年に太田が第三講座から転じ、続いて四十九年に遠山益が助教授として新規採用を 

みた。結局本学発足後四半世紀を経た五十年現在の本学科陣容は、次のとおりとなる。第一講座は団教授・弥益助教授、第二講座 

は柳田教授・荒木教授、第三講座は津山教授、第四講座は塚本教授・清水助教授、第五講座は新関助教授・石和助教授、細胞生物 

学講座は太田教授・遠山助教授。 

昭和五十一年度以降には、能村堆子、山下貴司、馬場昭次が、新たに本学科の専任教官として着任した。また津山尚、団ジーン、 

柳田為正、弥益輝文が転出、退官した。 

なお、助手に相当する職員は、旧制の時代から動物(または植物)教室勤務嘱託という職名で、常時二、三名置かれていた。植物 

教室の阿部世意治、動物教室の細井(旧姓柳川)操などの名は、その後も長く記憶されている。大学発足に及んで文部教官として助 

手の職制が布かれ、本学科では各講座に一名ずつの定員が獲得された。その氏名(カッコ内は旧姓)は、第一講座が高田千波・渡辺 

洋子(五十七年専任講師)・橋本(小野)幸子、第二講座が佐藤(梅田)幸子・和田恒代・宇津木(竹山)和子、第三講座が風間智恵子・原 

襄・根本正子・富安(岡田)順子・簿井紀子・中村(藤木)千賀子・西川恵子、第四講座が今井百里江子・井口(浅沢)ひろ子・ジョリー(小 

俣)節子・水谷(丸山)ミチ子・芦原坦(五十七年専任講師)、第五講座が宇田川万喜・新関滋也・土橋(新津)せつ子・吉井喜美江・鈴木 

(田島)規子・渡辺(佐々木)瑞穂・小牧(北島)正子、第六講座が谷口(若杉)真知子である。以上のほか、各講座および電子顕微鏡室に 

常勤もしくは非常勤の教務職員として助手に匹敵する職務に当った幾多の人びとがいる。なお島津昭は昭和二十六年から三十七年 

までのあいだ、常勤の教務職員として在任し、第一・四両講座兼務の助手役を務めた。 

 

教官の研究活動 

 

わが国の女博士第一号とうたわれた保井コノの、ひたむきで不屈の研究の生涯については、すでに顕彰・頒徳の文筆の世上公刊 

されたものも多い。つとに植物細胞学への志向を明らかにしていたが、念願かなってアメリカ合衆国に留学(大正四―五年)、これ 

が機縁となって、植物化石の組織研究法を身につけることとなり、この分野での業績を主論文にして、昭和二年に理学博士の学位 

を受領した。かたわら東京帝国大学理学部に開設の遺伝学講座の嘱託として、藤井健次郎教授のもとで研究に従事し、次々と業績 

を積んでいた。細胞学の国際専門誌『キトロギア』の編集主任としての長年の功績も末永く記憶されるだろう。新制大学生物学科 

の初代主任教授として、おのずから 適任者と目されるべき人物であった。植物分類学の部面では、東京女子高等師範学校時代に 

前出の矢部の転出のあとをうけて、東京帝国大学から本田正次、次いで前川文夫の来講と生徒指導を仰いでいたが、大学発足とと 

もに同門の資源科学研究所員津山尚を教授として得ることになった。津山は東アジアの植物地理を主専攻分野とし、戦前戦後を通 

じて屢次海外の現地調査に赴いた精力家で、一方学生指導の画でも、年々数回の野外探査行を怠らなかった。かたわらラン科・ツ 

バキ科にかけても世界的権威で、数々の著述がある。 



植物生理学の分野は、大槻虎雄が東京女子高等師範学校時代から四十年の長きにわたって担当した。東京帝国大学柴田桂太教授 

門下の出身で、主として酵素学、微生物学の両分野を専攻。一方、コンニャクの主成分である炭水化物マンナンの生化学は、学位 

論文以来畢生の関心事で、コンニャク博士の愛称まであり、業界への貢献も大きい。第二次大戦中は雛コンニャク糊のエピソード 

まである。好塩性真正菌類の研究は、これまた早くより実地面の応用につながり、書画、刀剣、光学用レンズの各業界に恩恵を施 

したが、一方、戦中より抗生物質の開発に、わが国での先駆者の名を馳せる機縁ともなった。これらの分野の一部は今井百里江子 

助教授(本学食物化学研究所、五十四年教授)により引き継がれた。植物生理・生化学本来の領域は、同門の後進、塚本晃が継承担 

当して現在に至っている。酵素反応の速度論的解析を中心として、植物の光合成作用に関連した細胞内代謝過程の立ち入った生化 

学的検索が、塚本の年来の研究主題である。 

ひるがえって動物学の側では、久米又三が大正十四年以来主宰者の位置にあった。時代に先駆けてこの分野に近代的学風を身を 

もって導入した先覚の一人で、比較発生学と実験発生学の研究に打ち込んできた。早期に取り上げていたイモリ卵という材料こそ、 

半世紀のむかしに若き岩川友太郎がその師ホイットマン博士から与えられたテーマに奇しくも回帰したものであった。一方、前職 

三崎臨海実験所助手の時代の経験は、海産無脊椎動物への興味と通暁をもたらしていた。毎年の三崎臨海実習行は、岩川からその 

まま継承して、まさに手馴れの場面であった。昭和初年にシカゴに留学、一世の碩学リリー博士の門下にあって、ニワトリ胚を材 

料とする実験発生学の研究に従事し、帰国後二十年はその線の追求が日常の主課題となっていたところ、戦後は漸次学内行政職の 

負担がつのり、昭和三十五年にはついに学長に選出されて、停年まぎわまでその職にあった。その間も海産無脊椎動物の比較発生 

学への関心は途絶えず、夏ごとに三崎油壺での研究生活を楽しみ、かたわらその関係の著書の編纂に当っていた。この分野での諸 

主題は、団ジーンや助手の渡辺洋子に引き継がれた形である。団はペンシルバニア大学ハイルブラン教授の門下に学び、夫の勝磨 

博士に伴って来日、五人の子女を育て上げてのち学の道に復帰した特筆すべき経歴の持ち主である。精子先体反応の研究成果は、 

昭和三十三年に日本動物学会賞を授与された。その間、両生類実験発生の坂宏子、ウニ卵発生生化学の木下清一郎、細胞運動機構 

の米田満樹と、この講座はスタッフの異動が少なからず頻繁であった。 

動物学のいまひとつの講座は、東京女子高等師範学校時代の菊池健三の流れをうけたものといえるが、新制大学当初から動物生 

理学を柳田為正、動物生理化学を荒木忠雄が担当した。柳田は腔腸動物刺胞の発射応答の生理機構を長年の主テーマとし、近年よ 

うやく電気生理学的手法の取り入れに進むまでに至った。荒木はその師合田得輔教授伝来の生物発光(ウミボタル)の生化学的研究 

に従事していたが、のち方面を転じて、高等動物体における生理的適応過程におけるホルモン機構の問題に従事し、研鑽十五年今 

日に至る。 

後に、共通講座遺伝学の分野は、動物側を岡徹、植物側を新関滋也が分担した形で二十年を経てきた。岡は東京大学在籍時以 

来メダカの実験遺伝学を本来の研究主題としてきたが、第二次大戦後は三崎臨海実験所にこもってウニ数種間雑種の創出に打ち込 

んだ一時期もある。その間、淡水増殖などの事業の企画、東京遺伝学談話会の創設や世話、『採集と飼育』誌の編集などと、対社会 

的活動に努力を惜しまず、晩年は理学部附属臨海実験所の実現に打ち込んで、ついにこれを果した。一方、新関は、東京大学研究 

室時代からの主題として、ユリ類を主材料に高等植物の生殖生理、とくに花粉管を中心とする諸問題と地道に取り組んで、現在に 

至っている。 

なお記述が前後するが、第三講座担当の保井の退官後の補充で来任した太田次郎も、大学発足の時点から算すれば新関と同じく 

すでに第二代の教官群に属することになる。太田は神谷宣郎博士門下の出身で、粘菌類生物学、とくに運動と形態形成の諸問題を 

中心に研究を進めてきている。かたわら放送教育や高等学校生物教育の分野でも、つとに指導的位置にあって精力的な活動に携わ 

っている。細胞生物学講座増設(前述)に伴い、第三講座からこれに転じた。また、同講座の新設ポストに就任した遠山益は電子顕 

微鏡の名手として知られ、植物諸門の葉緑体の微細構造研究で知られている。 

さらに、植物第二および共通(遺伝)の両講座でそれぞれ停年退官者と交代転入した溝水碩、石和貞男も、すでに遠出とほぼ同じ 

年代層に入る。清水は光合成色素系の代謝を、石和はショウジョウバエを主とした集団遺伝学を、それぞれ集中的研究主題として、 

進境を示しつつある。同じ年代層にはさらに第一講座の新任弥益輝文があり、岡山大学の川口四郎教授直伝の海産動物共生藻類の 

テーマと取り組んでいる。海洋生物での豊富な経験は、附属臨海実験所の将来の発展との関連からも、とくに嘱目されている。 

 

学生の教育・研究 



 

新制大学発足時の生物学科は、動物学専攻と植物学専攻の二専攻制を取り、学生の入学定員は各専攻十名ずつとして、入学志願 

時からの縦割り方式であった。両専攻における専攻必修科目は、動物学専攻では、動物系統学・同実験(四＋一単位)、動物細胞組 

織学・同実験(二＋一)、動物発生学・同実験(二＋一)、動物実験形態学(三)、動物生理学・岡実験(四＋二)、動物生化学・同実験(二 

＋一)、動物学臨海実習(二)である。また、植物学専攻では、植物外部形態学・同実験(二＋二)、植物組織学・同実験(二＋二)、植物 

細胞学・同実験(二＋二)、植物生態学(三)、植物生理学・同実験(四＋二)、植物生化学・同実験(二＋一)、植物学臨海実習(一)である。 

履修年次は、植物外部形態学および同実験を除くほかは、すべて二年次以降とした。以上のほか、両専攻に共通の必修科目として、 

遺伝学総論・同実験(二＋二)、遺伝学各論・同実験(二＋一)、生物学特別研究(六)があり、専攻必修科目の総単位数は三十八となっ 

ていた。ほかに両専攻別個にそれぞれ総計二十余単位の専攻選択科目を用意し、そのなかから九単位を選択履修させた。生物学セ 

ミナリー(演習)二単位は、両専攻ともこのような専攻選択科目として四年次に履修するものとしたが、とくに動物学専攻では当初 

からこの科目を重視し、必修並みの取り扱いをガイダンスにより実施してきた歴史がある。 

ほかに選択制の関連科目群があり、そのうち九単位を履修することに定められたが、上記専攻別の専攻科目は、両専攻相互間で 

いずれもこの関連科目に編入されていた。外国語(八)のみは別立ての必修関連科目とした。専門科目は、以上の六十四単位に自由 

選択科目二十単位を合せた八十四単位とし、これに一般教育科目と体育科目四十単位を加えた一二四単位が、卒業に要する 低取 

得単位数を表わすことになる。 

以上のカリキュラムは、年々多少の改訂は加えられつつも、発足後十年間その骨子は変らなかった。この頃、動物・植物の専攻 

別を廃止し、毎年次二十名(この定員数は昭和四十二年から四十四年の三年間、理学部全学科一斉の臨時増員により二十五名とされ 

ていた。さらに四十八年に至り、生物学科では講座増に伴いふたたび二十五名に増員をみた)の学生を一本化しようとの議が起り、 

三十六年度入学者から実施の運びになった。この改正の根拠とするところは、いま顧みれば必ずしも明らかではなかったが、その 

ような一本化が当時国内諸大学理学部生物学科における趨勢であったことは事実である。この結果本学科の学科課程は次のように 

変更をみた。 

まず専攻必修科目は在来より二単位減の三十六単位とし、うち講義科目は、動物系統学Ⅰ、植物系統学Ⅰ、細胞学Ⅰ、発生学Ⅰ、 

動物生理学Ⅰ、植物生理学Ⅰ、植物生理学Ⅱ、動物生理化学Ⅰ、遺伝学総論、遺伝学各論の十科目で、単位数は一律二単位に切詰 

めた。これに動物学ならびに植物学臨海実習各一単位、特別研究六単位が加わり、さらに生物学演習二単位が、この機会に名実と 

もに必修科目に移されている。以上だけですでに三十単位に達するところ、上記十講義科目に対応する実習は、これを三群に分け、 

各群から一単位から三単位ずつを選択して、合計六単位分を履修するように定められた。以上の三十六単位分に対し、純然たる専 

攻選択科目は十単位、関連科目(池学科の諸科目を指定)も十単位とそれぞれ改定して、外国語や一般教育科目を含めての総単位数 

は、従来どおり他学科と一律の一二四単位に抑えるものであった。 

このような一本化カリキュラムは、従前のものに比し同時使用教場数の面で当初かえって拘束がきつく、また実習室収容力の問 

題もからんできたが、以後数次にわたる大小の改定を経て今日に及んでいる。そうした改定の一部は、科目内容に対する評価の時 

代的推移に発するものともいえ、たとえば専攻選択科目のうち、動物学、植物学ともに組織学とその実習が、微生物学、優生学そ 

の他とともに、昭和四十三年入学生から廃止されている。代って基本生物学実習一単位(対第一学年、複数教官分担)が専攻必修科 

目として新設され、各種基本技術の訓練の欠を補うよう配慮されたが、これも六年間試みたのち、現在すでに廃止となっている。 

そのほか同じ機会に専攻選択科目中から専任教官担当の何々学Ⅱの類が思い切って削除された。そうした大量廃止による空隙は、 

特別講義群(各講座当り二科目四単位分)の設置や生態学Ⅰ・Ⅱの編入(自由選択科目から)など、主として外来講師担当の諸科目によ 

り補塡された。全体に学科課程表の形式面はすっきり整理されたものになったが、内容的には多様化の方向を取るものと評するこ 

とができよう。 

上記のような一本化実施の当初は、これをあくまでも学生教育面のものにとどめ、教室の経理や教官人事面では従来どおり両専 

攻独立でいくものとするたてまえが取られたが、これも昭和四十三年前後を境として自然解消の途をたどり、今日に及んでいる。 

なお動物系統学(講義)について付記すれば、この科目は久米が昭和三十五年に学長職に転出したのちも引き続き担当していたと 

ころ、三十八年度以後は千葉大学の藤田篤教授に、続いて四十五度年以降は埼玉大学の加藤光次郎教授に、いずれも非常勤講師と 

しての来講を仰ぐことになった。ただ専任教官間にその担当者を求められない関係から、上記四十三年度カリキュラム改定の機に 



これを選択科目(動物形態学特別講義Ⅰ)に移したが、学科内の指導方針上では実質上必修科目なみの重要性を認めてきた。五十年 

に弥益の来任により、ふたたびこれを専攻必修科目に復することが可能となった。 

なお理学部で各学科担当の基礎教育科目が設けられたのは昭和三十二年のことであるが、この科目に対する考えかたや取り扱い 

かたは学科ごとに区々で、かつ同一学科についてもいろいろ変遷があった。基礎生物学(基礎動物学Ⅰ・Ⅱ、基礎植物学Ⅰ・Ⅱ)に 

ついては、久しくこれを他学部ないし他学科の学生向け(とくに高等学校理科教員の資格取得用)のものと見る方針が取られてきた。 

後年専攻科目の細胞学Ⅰや動物生理学Ⅰを基礎のⅡに兼用する試みの一時期(四十四年まで数年間)を経たのち、四十七年度に至り、 

他学科の形式に合せて基礎生物学 A・B・C・D(各二単位)の四本立とし、その内容・性格としても専門学の基礎とする見かたに転 

換した。 

学部学生の研究活動、すなわち 終年次生の特別研究は、前記のとおり本学科では、発足以来専攻必修科目として六単位を当て 

てきた。ただしその間、前後いく度か、経費その他の理由から、その廃止、縮小、もしくは選択科目化が話題にのぼったことがあ 

る。いわゆる卒業論文としての形式的諸規制も、他学部ないしは他学科に比し、生物学科ではむしろゆるやかだったといえよう。 

卒業期の研究発表会のごときも、行事として定着したのはかなりのちのことで、それも当該学生間からの自発的催しの形で運営さ 

れている。研究主題はおおむね各指導教官のときどきの研究主題に連なるものである。 

修業年限一年の専攻科(入学定員六名)は、本学科にも昭和三十一年以来置かれていたが、大学院理学研究科(修士課程)生物学専攻 

は前記のとおり三十九年度から発足し、学生の入学定員は当初以来十名とされた。発足時および現在におけるその教科課程を記せ 

ば以下のとおりである。 

発足当時(単位)       昭和五十年現在(単位) 

動物系統学特論  (四)   動物発生学特論Ⅰ  (二) 

動物発生学特論  (四)   動物発生学特論Ⅱ  (二) 

動物生理学特論  (四)   動物生理学特論   (二) 

動物生理化学特論 (四)   動物生理化学特論  (二) 

細胞生理学特論  (四)   細胞生物学特論Ⅰ  (二) 

細胞学特論    (四)   細胞生物学特論Ⅱ  (二) 

植物系統学特論  (四)   植物系統学特論   (二) 

植物生理学特論  (四)   植物生理学特論Ⅰ  (二) 

酵素化学     (四)   植物生理学特論Ⅱ  (二) 

微生物生理学   (二)   遺伝学特論Ⅰ    (二) 

遺伝学特論    (四)   遺伝学特論Ⅱ    (二) 

細胞遺伝学特論  (四)   生物学特論Ⅰ―ⅩⅤ 各(二) 

生態学特論    (二)   特別研究      (十四) 

放射線生物学特論 (二) 

特別研究    (十四) 

この教科課程に見られる十年間の変化は、指導教官の異動に伴う科目主題の変更のほかは、各科目を二単位ずつに細分化し、代 

って外来講師による特論をⅠからⅩⅤまで用意したことである。 

あとの方の改定は昭和四十五年度に行なわれたもので、形式上理学部内他学科の先例にならうものといえるが、前記の学部にお 

ける学科課程の変遷とも軌を一にするものである。四十年度から四十九年度までの生物学専攻修了者の総数は三十八名であり、こ 

の数字は、理学研究科四専攻中で 高を示している。 

 

標本室などのこと 

 

次に生物学科の設備について述べておこう。旧制の時代からの学術的遺産のひとつは、動物・植物両ウィングの標本室(各約百平 

方メートル)とその収蔵品であった。内容は、図書室蔵書と同様、関東大震災以後に収集したものであるが、第二次大戦終結前、東 



京帝国大学理学部から動物標本の一括移管などもあって、相当の充実度に達していた。大学移行後は、生物学とその教育の新風潮 

や研究室の狭隘化から、両標本室は漸次圧縮の趨勢に向かい、とくに動物側では、昭和三十六年に国立科学博物館への移管などの 

放出により、標本室それ自体の廃止・転用に踏み切った(その跡の一部が別記電子顕微鏡室に当てられたのも象徴的である)、さら 

に四十三年の新館移転、四十九年の旧館(現家政学部本館)整理に及んで、ここに生物標本類は 終的に姿を消し、講義室戸棚二基 

に授業用の動物標本(液漬け、骨格など)少数を残置するのみとなった。全国国立大学理学部のあいだで生物標本室の新設・整備の 

要望が出はじめた現在、本学のみはいささか特異な状況にあるものといえる。 

本学西門内(運動場わき)の圃場(総面積約一、○○○平方メートル、温室五〇平方メートル一棟など付置)については、旧制時代に 

主として園芸の実習場に当てられ、助教授大岩金のもとで青木金誉技官が長くその世話に当ってきた。大学移行に及んでおのずか 

ら理学部所管の形となったが、それ以前から植物科の教材や実験材料の保管場所としても役だち、その実情は現在も変りがない。 

昭和四十二年の頃、理学部長であった岡徹は生物学科に園芸学の科目を設けることを構想し、青木技官の退官後に練達の士石川克 

己技官を迎えたが、この案は結局実現を見なかった。圃場付き技官の所属は、四十四年に新設された臨海実験所の教官定員捻出の 

余波で不明確化した一時期もあったが、四十八年、再度理学部定員として確保され、今日に至っている。温室も昭和五十年に改め

て生物学科基準面積中に算入された。 

電子顕微鏡の設置は意外に早期で、昭和三十一年に化学科教授立花太郎の発意と努力により、日立の HS―２型機を購入し、旧 

館三階に据えつけた。この機を用いての業績には、立花や生物学科の柳田為正によるものが残されている。また、三十六年に生物 

学科の団ジーンの努力により、本学理学部に対しロックフェラー財団から資金一万ドルの供与があって、第二号機 HS―６型が購 

入された。設置場所は旧館二階動物標本室跡で、当初は年々維持費十万円がつき、学部内に運営委員会を設けてその管理運営に当 

った。その後三十九年に、化学科では別途に小型の専用機を設備し、HS―６はおのずから団研究室の準専用に当てられる形となっ 

た。四十三年にふたたび立花の尽力で文部省機関研究費を申請し、当時新鋭の HS―7D 型を取得し、たまたま新館移転に際会して、 

二階共通機器室に二号機と併置された。この三号機も、以後十年間稼動し、団の数々の業績を生んだが、新たに気鋭の利用者らも 

迎えた現在、これまたすでに更新の時期にたち至っている。昭和五十三年に理学部二号館が竣工してからは、電子顕微鏡室もこれ 

に移転した。なお電子顕微鏡専用のオペレーターとしては、三十六年に常勤的非常勤職員の萩原(大堀)泰子が任命され、以後五十 

一年に団が停年退官した時まで、前後四代のオペレーターがよくその任に当ってきた。 

 

環境科学(総合コース) 

 

昭和五十年度から新たに開設された環境科学(総合コース)には、物理学科から教授の坂上治郎が配置換えとなり、五十一年に退 

官した。五十一年度以降は新たに藩任した根本茂が担当している。 

 



第三章 家政学部 

 

第一節 総記 

 

旧制時代の技芸科・家事科・家政科 

 

本校は、明治八年に東京女子師範学校として創設されたが、約十年を経た十九年に高等師範学校女子部となり、中等教員養成機 

関となった。また、明治三十一年に文・理二科に分離したのに次いで、三十二年には技芸科が増設され、三科となった。技芸科の 

新設はわが国における家事専門の教員養成のはじまりであった。 

発足当時の技芸科の学科目は、倫理・教育学・国語・外国語・家事・習字・図画・体操・音楽であり、そのうち「家事」の内容 

は裁縫・編物・刺繍・割烹・衛生・衣食住・育児・看護・家計簿記・教授法となっていた。その後約十年を経た明治四十三年に、 

技芸科が第一部と第二部に分けられ、第一部では裁縫、第二部では手芸及手工のうちいずれかが課せられた。 

次いで、大正三年に技芸科を家事科と改称した。当時の家事科の学科目は、修身・教育・理科・家事・裁縫・手芸・手工・園芸・ 

図画・国語・外国語・数学・音楽・体操であり、家事科特有の学科目の内容は、第一部では、「家事」が衣食住・管理・洗濯・掃除・ 

割烹・養老・育児・看護・家事経済・家計簿記・園芸・実習、「裁縫」は裁方・縫方・繕方、「手芸及図画」は刺繡・囊物・自在画・ 

図案を、第二部では、「家事」は第一部と同じ内容、「手芸及手工」は編物・刺繡・造花・囊物・組糸・紙や竹や木や金属の細工・ 

染織大意をそれぞれ授業科目とした。なお、大正八年からは第一部だけを家事科とし、第二部を廃止した。 

昭和四年には、家事科の学科目の内容に改正が加えられ、第三・四学年の家事と裁縫とは、そのひとつを選修することになった。 

この当時の家事科の学科目は、修身・教育・家事・裁縫・理科・図画・手芸・外国語・音楽・体操であるが、その内容は次のよう 

に改められた。すなわち、「家事」は繊維及織物・衣類整理法・食物及栄養・料理法・住居・養老・育児・看護・家事経済・家計簿 

記・家事概論、「裁縫」は和服裁縫・洋服裁縫、「手芸」は編物・刺繍である。授業に際しては単なる技術の伝授ではなく、その方 

法についても論じられ、また事実、技術の基礎となる授業科目も加えられている。 

さらに、昭和十八年には、家事科は家政科と改称され、幅広い家政の授業内容に則し、整理統合された。改正された家政科の学 

科目は、修身公民・教育・物象・生物・家政・育児・保健・被服・農芸・図画・国語・外国語・音楽・体操・武道及教練である。 

そのなかで家政科特有の学科目の内容は、「家政」が家政学・家事経済・家計簿記・住居・家事概論、「育児」は育児・看護・家庭 

教育、「保健」は生理及衛生・食品及栄養大意・食物(基本調理・日常食・乳幼児食・慶弔時食・非常時食・貯蔵法・調理実験)、「被 

服」は裁縫(平常着・活動着・外出着・寝具類・礼服)・被服整理(被服原料及被服材料・被服整理法・実習)・手芸(編物・刺繡)であ 

る。また、第三学年から、育児保健選修と被服選修とに分け、それぞれ専門の学科目の時数を増し、かつ、選修学科目の内容に、 

育児では実習を、保健では食品及栄養実験を、被服では日本服装史を加えている。しかし、戦争がしだいに苛烈となり、学徒動員、 

繰り上げ卒業などのやむなきに至り、改正されたカリキュラムは実際には十分活用されない結果となった。 

以上のように、家事科における従来の技術教育に対し、理論的裏づけの必要性が認識され、徐々に研究・教育の体制が整えられ 

ていったのであるが、このような思想は、明治の末期から大正・昭和にかけて、家事科の物理・化学を担当した近藤耕造を中心と 

して醸成されたということができよう。近藤耕造は、明治三十七年に女子高等師範学校助教授、四十四年に東京女子高等師範学校 

教授に就任、昭和十四年までその任にあった。その間、大正十四年から一年半英・米・独に留学し、物理、化学、とくに家事に関 

する事項の研究に従事し、帰国後、家事科における物理、化学の充実に専念した。大塚の新校舎(昭和七年末移転)には、家事理科 

に関する専用の室が六つ設けられたが、これは近藤耕造の長年にわたる努力の結果にほかならない。また、昭和四年に女性ではじ 

めて文部省督学官(併任)となった東京女子高等師範学校教授西野みよし(明治三十七年本校技芸科卒、家事科担当)、同教授成田順(明 

治四十二年本校技芸科卒、裁縫科担当)らの家事科に対する識見と指導性に負うところが大であったことも、見逃すことはできない。 

昭和十八年の改革による家政科の授業科目は、現行の家政学部四学科の内容にほぼ該当するものであり、大学における家政学の 

内容的基礎は、この旧制時代にしだいに築かれていったのである。東京女子高等師範学校の技芸科、家事科、家政科は二十七年三 

月に廃止され、創設以来の家政専門の教員を養成する機関としての使命を終った。 

 



お茶の水女子大学家政学部 

 

家政学部は、戦後の学制改革に伴いお茶の水女子大学が新制大学として発足した時、初年度は理家政学部の一学科として出発し 

たが、翌昭和二十五年には分離し、単独の学部となった。家政学部は東京女子高等師範学校の家政科を母体として生れたもので、 

当初は児童学科、食物学科、被服学科の三学科からなり、各学科はそれぞれ二講座(児童教養・児童保健、栄養学・食品学、被服科 

学・被服構成学)ならびに共通講座(家族経済学)の計七講座で、学生入学定員は三学科合せて四十五名であった。本学における家政 

学部の開設事情については、当時の校長藤本万治の「『お茶の水女子大学』開学事情」が『桜蔭会々報』復刊第五〇号(昭和四十一 

年)に、また当時の家政科主任林太郎の「新制女子大学と家政学部の創設事情」が『東京家政学院大学紀要』第一〇号(昭和四十五 

年)に掲載されている。それらによると、当時家政学が学問として成立し得るものかどうかについての疑問があり、その衝にあった 

人びとは、反省ならびに内外の理解を得ることから始めなければならなかった。また、大学設置基準設定協議会で家政学部設置基 

準の原案が作成・承認され、その基準に従い本学に家政学部の設置が決るまでの苦しい胎動期を経過している(二八九―九二頁参照)。 

しかし、当時の東京女子高等師範学校に在職した関係者の苦心と努力が実を結び、家政学分野の研究・教育の場が誕生したのであ 

る。 

昭和二十九年度から産業教育教員養成課程(三十八年度から家庭科教員養成課程と改称)が付設され、その学生入学定員十名は三 

学科に振り分けられた。 

その後、児童福祉講座、調理学講座、被服美学講座の増設が実現し、昭和三十七年度には三学科はそれぞれ三講座となり、合せ 

て十講座となった。それに先立ち、二十九年には家政学部に修業年限一年の専攻科が設置されている(専攻科は三十八年に大学院の 

設置に伴い廃止された)。また、三十四年には家政学部に食物化学研究施設が設置された。 

家庭経営学科は、上記三学科の開設より約二十年遅れて昭和四十三年に三講座(家政学原論・家庭経済学・家族関係学)をもって 

新設された。すなわち、家政学部発足当時、共通講座として設けられた家族経済学を中心としてこの学科の開設をみたのである。 

なお、四十四年度に被服材料学講座、次いで四十五年度に幼児保育講座が増設され、児童・被服の二学科はともに四講座となった。 

このように、四十五年度には、講座数は四学科合せて十四講座、学生の入学定員は合計一二〇名(児童学科三十名、食物学科二十五 

名、被服学科三十名、家庭経営学科二十五名、家庭科教員養成課程十名)となり、現在に至っている。家政学部は講座数、学生入学 

定員とも、創設当時の二倍の規模に発展している。また、昭和五十四年度のことであるが、婦人問題(総合コース・担当原ひろ子) 

が開設された。 

初代の家政学部長には、食品学の〔辻〕村みちよが就任し、昭和三十年三月まで学部長を務めた。歴代学部長を列記すると次の 

とおりである。 

氏名     出身学科   在任期間 

〔辻〕村みちよ 食物  昭和二十五年四月―三十年三月 

稲垣長典    食物  〃 三十年四月―三十二年三月 

木原芳次郎   食物  〃 三十二年四月―三十四年三月 

谷田閲次    被服  〃 三十四年四月―三十八年三月 

矢部章彦    被服  〃 三十八年四月―四十年三月 

〔辻〕村泰男  児童  〃 四十年四月―四十二年三月 

松元文子    食物  〃 四十二年四月―四十四年三月 

平井信義    児童  〃 四十四年四月―四十五年四月 

稲垣長典    食物  〃 四十五年六月―四十九年五月 

田辺義一    家庭経営 〃四十九年六月―五十三年五月 

また、事務部門では、次の各氏が歴代の役職員として業務を補佐した。 

家政学部事務長 山内純雄、細井専(事務取扱)、三輪誠、大門龍夫 

学務係長 三輪誠、新庄直春、粟山儀一、松井安次、石井靖子 

 



大学院家政学研究科(修士課程) 

 

大学院家政学研究科(修士課程)は、昭和三十八年に設置された。専攻は児童学、食物学、被服学の三専攻で発足したが、四十七 

年に家庭経営学専攻が増設され、四専攻となり、現在に至っている。学生入学定員は一講座当り二名、五十年現在で二十八名であ 

る。 

当時、家政学研究科の設置を急務とする理由について、お茶の水女子大学大学院設置促進委員会による要望書や陳情書では次の 

三点をあげている。すなわち、現在家政学関係の学部・学科を設置している大学は、短期大学を含めて二二○校を越えているが、 

これらの大学の家政学担当教官を養成する機関が皆無に等しいこと、近代科学の急速な進歩に伴う消費生活や、家庭生活の著しい 

変革に対処するために、家政学は高度の研究者の養成を必要としていること、ならびにお茶の水女子大学家政学部がここ数年受け 

入れている内地留学生や研究員は、毎年六十名を越えており、実質的に研究者養成を行なっていること、などである。このような 

社会情勢を背景とし、一方、開学以来家政学部の果してきた研究・教育上の実績により、家政学研究科の設置が実現するに至った 

のである。大学院設置については、当初は生活科学総合研究科として、文教育・理・家政の三学部一本の形をとっていたが、昭和 

三十六年度の概算要求から、各学部独自の案が出されるようになった。しかし、当時新制大学に大学院を設置することは、きわめ 

て困難な事情にあったので、まず家政学によって本学の特色を打ち出すこととなったのである。大学院設置促進については、各方 

面の理解を得るため陳情が行なわれたが、積極的な運動が開始されたのは三十五年である。当時家政学部は講座数や設備その他、 

三学部中 も貧弱な状態であり、学部の充実が先決であった。まず、三十六年度に教授二名の増員、続いて三十七年度には助教授 

三名(講師振り替え)の増員が実現し、大学院設置の 低条件(十講座・一研究施設)が満たされるようになった。設置促進運動は全学 

の支持を受け、また同窓会である桜蔭会(当時の常任理事は茂木ヒイ)の物心両面の援助によって展開され、ついに、新制大学には 

じめて設置された七つの研究科のなかに、待望の本学家政学研究科が加えられたのである。このようにして、第一回の大学院入学 

式は、三十八年五月に挙行された。大学院家政学研究科棟も四十年に新築落成し、家政学関係の施設・設備は一段と整備されるに 

至った。 

家政学部は大学院修士課程の開設によって、研究活動がいっそう活発となり、家政学独自といえる多くの研究業績が生れている。 

これらの業績については、以下の各学科の項を参照されたい。なお、五十年現在までに家政学部卒業生一、五七〇名、家政学研究 

科(修士課程)修了者一九二名を社会に送り出している。多くは教育界において貢献しているが、とくに大学に勤務して研究活動を 

けている者の多いことに注目したい。そのなかですでに博士の学位を取得した者が十二名(昭和五十年七月調。医学博士四名、農学 

博士四名、歯学博士・理学博士・文学博士・Ph.D.各一名)あるが、これらの人びとは、そのほとんどが、他大学の大学院博士課程 

に進学して学位を取得している。しかし家政学を専攻した者が、博士号を得ることは今日きわめて困難な状況にある。また、他の 

分野の大学院に進学した場合、家政学独自の研究を続けることは不可能に近いといえる。一方、家政学関係の修士課程を設置して 

いる大学の数が増加しており、進展する社会情勢に対処するため、より高度の研究機関設置の必要に迫られている。本学に博士課 

程の設置が強く要望されるゆえんである(五十一年度には大学院人間文化研究科(博士課程)に比較文化学専攻、人間発達学専攻が設 

置され、また五十二年には人間環境学専攻が増設された)。 

 

第二節 児童学科 

 

児童学科の創設・講座の沿革 

 

旧制時代の家事科が昭和十八年より家政科となり、育児保健と被服の二選修があったが、育児保健は調理を主とするもので、児 

童学関係の専門教官や学生はいなかった。昭和二十二年の頃、新制大学の構想が考えられた時、女子大学として、家政系を充実さ 

せる構想があり、児童、家庭教育、家族関係を中心とする学科を家政学部のなかにつくる案が考えられた。明治四十三年から東京 

女子高等師範学校講師であった倉橋惣三(大正六年教授)、昭和十七年より同講師であった牛島義友(二十年教授)は家政系のなかで児 

童学を発展させることが女子大学において重要であるという主張を持ち、この実現に力を尽した。両教官とも児童心理学の専攻で 

あり、また、倉橋は長年附属幼稚園長を務めており、附属幼稚園の場を生かして、実際問題と密着した児童心理学を重要な柱と考 



えていた。 

他方、大学全体のなかで心理教育系をどのように位置づけるかについて、いろいろな論議がなされ、結局、教育心理学として文 

教育系に、児童学として家政系に分けることになり、波多野完治らは前者に、倉橋および牛島は後者に移ることになった。 

昭和二十五年、家政学部が独立した当初、本館はすでに理科系および文科系に配分され、文教育学部の教育学科や家政学部の本 

学科など新設学科は入り込む余地がなかった。そのため児童学科は附属幼稚園に、教育学科は附属小学校の建物内につくられるこ 

とになった。児童学科の研究室は創設当初、附属幼稚園内の二室および保育室の一角を改造した児童の行動研究のための観察室で 

あり、その場所以上には出ないことが条件とされた。 

創設当初の講座は、第一講座児童教養、第二講座児童保健で、前者は教授の牛島義友、後者は助教授の平井信義(三十四年教授) 

と非常勤講師の斉藤文雄が担当した。倉橋惣三は児童学科創設の実現を待たず、昭和二十四年に退官している。 

児童学科新設に先立って、それまで東京女子高等師範学校に附置されていた保育実習科は、昭和二十三年度をもって廃止された。 

しかし文部省の委託により、二十五年四月から幼稚園教員臨時養成課程が本学に設置された。 

昭和二十六年、専任講師として津守真(三十年助教授、四十六年教授)が着任して幼稚園ナースリーを担当し、二十七年に着任し 

た水原泰介が助教授として児童心理学を担当した。牛島は児童学科創設に努めたのち、二十七年に九州大学教育学部と併任になり、 

同年助教授として学習院大学から松村康平(三十四年教授)が迎えられた。一方、児童学科の実習・研究の場と考えられていた附属 

幼稚園が、昭和二十七年に新制大学附属に移行する時、文教育学部附属とされたが、その後も、児童学科の研究室は引き続き幼稚 

園内にあり、保育研究は活発に続けられた。 

昭和三十三年に水原が名古屋大学に転出して、後任の助教授として浅見千鶴干(四十六年教授)が東京教育大学から迎えられ、三 

十五年には牛島が停年退官した。三十七年に第三講座児童福祉が設置され、創設以来非常勤講師であり、文部省初等中等教育局特 

殊教育室長であった〔辻〕村泰男が教授として迎えられた。また、三十八年に児童保健の助教授として田口恒夫(四十六年教授)が 

厚生省言語聴力センターから迎えられ、四十五年には第四講座幼児保育が増設されたのに伴って、児童学科第二回生の本田和〔ま 

す〕子が十文字学園短期大学より助教授(五十八年教授)として迎えられた。 

昭和四十五年に平井信義が大妻女子大学へ転出し、その後任に、水野悌一が助教授として都立北療育園から迎えられた。四十六 

年には〔辻〕村が国立特殊教育総合研究所の設立とともに、初代所長となり、その後任に、専任講師として森田明(五十四年助教授) 

が四十八年に東京大学から迎えられ、その前年には専任講師として児童学科第八回生である黒田淑子(五十四年助教授)が家政学院 

大学から加わり、人間関係学を担当した。 

昭和五十一年度以降には、大塚雅彦が、新たに本学科の専任教官として着任し、松村康平、津守真が退官した。 

なお、お茶の水女子大学時代の助手名は次のとおりである。平田(旧姓塚原)トシ、千羽喜代子、西村(荒尾)良子、三神(黒江)静子、 

磯部景子、北村(下坂)雅子、高橋(花上)洋代、大梶優子、松井トシ、鈴木芙美子、浅野恭子、村中(小林)紀子。 

 

児童学科の発展 

 

児童学科は、創設時における先覚の抱負とその挫折、新しい学問の樹立、幼児保育者や児童臨床者の養成などの問題をかかえな 

がらも着々と発展しつつある。これを四期に分けて概観すると、まず昭和二十五年から三十年頃は始動・整備の時期といえる。こ 

の時期は学科教官の充足、教官海外出張研究、附属幼稚園との実質的な相互援助、公開保育などの企画・指導の兼担、研究室の漸 

増、児童学研究の集積に専ら費やされた。動向の一端は牛島義友・及川ふみ監修、平井信義・松村康平・水原泰介編『幼児保育の 

知識』(昭和二十八年)に見られる。 

昭和三十年から四十年頃は整備・拡張の時期である。学科の発足当初、研究室の不足から、児童相談活動は学長官舎の一隅で行 

なわれていたが、三十二年に国立教育研究所の木造建築を移築して「児童臨床研究室」を新設した。フルブライト交換教授 L・W・ 

ベンナー(L. W. Benner, Mount Holyoke College)の来任(三十三年)、新築(大学院家政学研究科棟)による研究室の拡大・分散、研究 

方法の進展(松村康平編『児童理解の方法』昭和三十三年、参照)、児童学の体系化(中西昇・松村康平編『児童学』昭和三十二年、 

平井信義『児童学』昭和三十四年、参照)、家族関係・発達・臨床のほか、集団・社会の領域に研究が拡張され、研究生・聴講生が 

激増し、刷新の気運が生じた。 



昭和四十年から四十七年頃は変動・調整の時期である。学部学科卒業者と、薪たに設置された大学院修士課程の修了者が研究と 

その実践すなわち社会活動にも参加し、学内では、在学生が新寮・学園闘争を経て、大学院学生、研究生、スタッフがともに行な 

う自主ゼミが誕生した。またこの間に、フルブライト交換教授 D・B・ハリス(D. B. Harris, Pennsylvania State University)を迎 

えた。 

昭和四十七年から現在は調整・充足の時期といえる。本館改築により三階(一部四階)の研究室が整備され、学科の調整、総合活 

動(松村康平・浅見千鶴子編『発童学事典』昭和四十七年〔わが国 初の児童学事典〕、児童学科全教官『児童における人間の探究』 

昭和四十九年、参照)および各研究室活動の充実、その内的発展が、学外・海外との研究活動を促進している。また、新進の助教授 

と講師を加え、新たな発展段階を迎えた。学外の幼児保育現職者対象の現職教育の開設(四十六年)もこの時期である。入園選考方 

法、幼稚園内研究室の整備、要助児保育の問題などに関する学科の主張は、その実現がなお今後に残されている。 

 

教官の研究活動 

 

児童学科の創設者である倉橋惣三は長いあいだ附属幼稚園主事を務めた。誘導保育を創唱し、現代の幼児教育の実践と理論の基 

礎を築き、その影響は今日に及んでいる。『倉橋惣三選集』(全四巻、昭和四十年)に主著が収められている。牛島義友は家族関係の 

心理学的研究と精神検査の分野の研究に力を尽くし、また児童学科創設の基礎を固めた。在職時の主著には次のようなものがある。 

『教育のための標準検査』(昭和二十四年)、『家族関係の心理』(昭和三十年)、『西欧と日本の人間形成』(昭和三十六年)。水原泰介 

は児童社会の研究の基礎をつくった。グループ・ダイナミックス、社会心理学の分野で業績がある。平井信義は児童保健、自閉症 

の研究で開拓的な仕事をした。在職中の主著には『発達と育児よりみた児童学』(上・下、昭和三十六年)、『小児自閉症』(昭和四十 

三年)、『児童保健と精神衛生』(共著、昭和四十四年)、『健康教育』(共著、昭和四十四年)がある。〔辻〕村泰男は児童福祉・障害児 

の教育に貢献した。在職中の主な著書類は『災害リハビリテーション心理学』(編著、昭和四十二年)、『特殊教育』(編著、昭和四十 

三年)、『特殊教育事典』(編著、昭和四十三年)、『児童福祉』(共著、昭和四十三年)、『児童福祉学』(昭和四十五年)である。 

松村康平は、「三者関係理論」を樹立、心理劇・児童臨床・集団の分野で画期的な仕事を始めた。児童臨床研究室を主催し、研究・ 

実践活動との関連で多くの研究会・協会を発足させた。婦人学級(三十二年発足)、看護心理研究会(三十五年)、日本心理劇協会(三 

十六年)、児童集団研究会(三十九年)などが主なものである。昭和四十一年に Psychodrama and Group Psychotherapy の Director 

の資格認定を与えられ、四十八年には国際心理劇社会劇会議(東京開催)の議長を務めた。主な著書類に『幼児の教育』(昭和二十七 

年)、『心理劇――対人関係の変革』(昭和三十六年)、『看護の心理』(編著、昭和三十七年)、『児童臨床学――体系児童学研究』(編著、 

昭和四十四年)、『子どものおもちゃと遊びの指導』(昭和四十五年)がある。津守真は幼児保育講座の設置とともに保育学を担当。幼 

稚園との共同研究を行ない、また実践に基づく保育学の研究に新局面を開拓している。著書類に、『乳幼児精神発達診断法――○～ 

三歳』(共著、昭和三十五年)、『同――三～七歳』(共著、昭和三十九年)、『幼児の教育――原理と研究』(共編、昭和四十三年)、『児 

童発達教育学』(共著、昭和四十六年)、『知恵遅れの幼児の教育』(編著、昭和四十九年)、『人間現象としての保育研究』(Ⅰ、編著、 

昭和四十九年)がある。浅見千鶴子は動物の児童期をも研究対象として、人間幼児と比較研究を試みる比較発達学の分野を開拓した。 

学科のなかに動物実験室を創設、三十八年より日本ザルの幼児の保育を始め、現在十数頭に及び、その行動発達・母子関係・社会 

性の研究を行なっている。主な著訳書・論文に『ゲシュタルト心理学』(共訳、昭和三十七年)、「社会的反応の成立」(昭和四十四年)、 

『児童発達学』(共著、昭和四十五年)、「学習能力の発達」(昭和五十年)、「発達における臨界期」(昭和五十年)がある。田口恒夫は 

言語臨床の分野を開拓し、言語発達過程の研究、言語発達遅滞児・言語障害児の診断治療に、母子関係の面から接近を試みている。 

研究生や聴講生が激増し、活発な臨床実践と研究会が行なわれ、学科の新たな発展期を迎える契機をつくった。主な著書類に『言 

語障害治療学』(昭和四十一年)、『言語病理学診断法』(訳編、昭和四十四年)、『言語発達の病理』(昭和四十五年)、『言語発達の臨床』 

(編著、昭和四十九年)、『教室の言語障害児』(訳書、昭和四十九年)がある。本田和子は幼児保育の片翼である児童文化に新分野を 

開拓し、児童文学を中心として、日本的特性の解明と研究方法を検討し、とくに日本的ファンタジーの体質について研究を進めて 

いる。主要著書・論文に『幼稚園の歴史』(共著、昭和三十四年)、「児童文学における時間と空間」(昭和四十七年)、『児童文化』(昭 

和四十八年)、『人間現象としての保育研究』(Ⅰ、共著、昭和四十九年)、「境界に立って」(一―六、昭和四十九年)がある。水野悌 

一は臨床医学的立場から、要助児、発達障害児、点頭てんかんなどに関する研究会を進め、またトリプトファン、セロトニンおよ 



び核酸代謝の面から先天性代謝異常、神経疾患の研究を行なっている。保健管理センター初代所長を併任した(昭和四十七―四十九 

年)。主要著書・論文に「ある肢体不自由児通園施設の現状」(昭和四十六年)、『脳性麻痺』(共著、昭和四十七年)、「医学から見た 

児童学」(昭和四十九年)、Prophylactic effect of L-5 HTP on self-mutilation in the Lesch-Nyhan syndrome, 1975,「Lesch-Nyhan  

症候群――治療経験と 近の動向」(昭和五十年)がある。黒田淑子は関係理論を基礎として家族臨床、乳児交差保育の研究を促進 

している。主要論文に、「児童臨床の関係弁証法――関係弁証法の立場とその教育相談における展開」(昭和四十年)、「家政学にお 

ける行為法(役割演技)――家族関係に関する一考察」(昭和四十年)、「心理劇による教育・研究活動の展開」(昭和四十四年)がある。 

森田明は児童教育法制史と憲法学基礎理論の研究を進めている。加えて、上智大学法制学研究会と共同で、少年法研究会を開催し、 

非行少年のケース・スタディーを実施中である。主要論文は「私立大学における基本的人権と退学処分――昭和女子大事件」(昭和 

五十年)である。 

 

学生の教育・研究 

 

児童学科開設当初の学生入学定員は十五名であったが、現在は三十五名である。当初のカリキュラムとしては児童心理学、青年 

心理学、精神検査、幼稚園ナースリー、家族関係、小児保健、精神衛生、小児栄養、小児病学、児童福祉などが置かれた。その後 

数回のカリキュラム改正が行なわれたが、この 初のカリキュラムが根幹をなして、現在に至っている。当初から実験講座であり、 

乳幼児、児童、青少年に直接触れられる実習や演習が重視されている。学科の卒業生で所定の単位を取得した者には、幼稚園教論 

一級免許状が与えられ、保母の資格、小学校教員の免許状、および家庭科中学校・高等学校教員の免許状も取得できる。 

昭和三十八年に大学院修士課程が設置され、当初の入学定員は六名(三講座合せて)であった。四十六年から四講座、八名となっ 

た。すでに修士課程修了者は七、八十名にのぼり、研究・実践に価値のある成果をもたらしている。四十七年から学外幼児保育者 

を対象として現職研究会が開かれて、四十九年度から五十一年度まで幼児研究室事業費として国の予算措置を受けた。 

この間、長年にわたり実質的に児童学科と密接な関係を持ち、幼児教育に責献してきた幼稚園教員臨時養成課程は、学外の事情 

により四十六年に廃止のやむなきに至った。 

なお、児童学科では多年にわたり、編入試験を実施し、社会の要請、有志の学徒にこたえる姿勢をとり続けている。 

児童学科の卒業生は幼児教育関係の実践・研究分野で活動する者が多い。上にあげるのは幼稚園(保育園)就職者、幼児教育関係 

の指導者養成・研究機関の就職者の統計資料である。 

 

第三節 食物学科 

 

旧制の時代 

 

明治八年創立当時の東京女子師範学校時代の家政関係の学科目としては、裁縫が出ているだけで、他のものは見あたらない。明 

治十九年に高等師範学校女子部となったが、この時の学科目には裁縫に代って家事があげられていて、その内容は衣・食・住・金 

銭出納などにかかわる事項、管理心得、裁縫具の用法などである。ここではじめて食に関する内容が見出される。 

明治三十二年に技芸科が増設され、家事という学科目の内容はさらに充実して、裁縫、編物、刺繡、割烹、衛生、衣食住、育児、 

看護、家計簿記となっている。初期の食物関係の学科課程の内容の詳細は明らかではないが、割烹が主であったようで、この教科 

の組当教官の変遷は次のようである。 

喜多見さきの名が 初の割烹の教官としてあげられ、その在職期間は明治三十三年から大正十三年であった。同じく明治三十三 

年には大江スミがこれに加わり、大正十四年まで在職した。大正期には両教官の退官と前後して、十二年に由井テイ、十五年に西 

野みよしが着任した。この間、大正十年から昭和二年に一戸伊勢の名も見える。次に昭和十七年に松元文子が迎えられ、二十年に 

高橋静枝が、二十二年に西野が退官したあとに吉松藤子が就任した。 

食物および栄養関係は、大正十三年から昭和五年まで沢村真講師、続いて昭和五年から十三年まで藤本薫喜講師が担当した。当 

時は栄養学と食品学は判然と区別されていなかったが、昭和十一年から十四年までを安藤則秀、十四年から十八年までを佐々木林 



治郎が主として食品学、栄養学を担当した。その後、十八年より二十二年までを理科の阿武喜美子が受け持ち、二十三年から二十 

四年までを有山恒、二十四年から三十年までを〔辻〕村みちよが担当した。食品学ならびに食糧政策は二十一年より四十七年まで 

桜井芳人が担当した。二十五年には稲垣長典が就任し、大学の栄養学を担当した。また山西貞が食品化学講座の教官として、二十 

六年に〔辻〕村みちよのもとに迎えられた。二十七年三月までの食物関係のあらましは以上のようである。 

 

学科・講座の制度的沿革 

 

新制大学になってからの栄養学講座の初代教授は稲垣長典で、東京女子高等師範学校教授を併任した。その当時の教室員は、東 

京女子高等師範学校助教授(高橋・吉松)、助手(緑川・家近)によって出発したが、その後、昭和二十七年に、新任助手として福場博 

保が東京大学から着任した。福場は翌二十八年に専任講師(三十年助教授)となった。附属研究施設(食物化学研究施設)の拡充に伴い、 

四十一年に福場は同施設の教授に転出し、同年、新たに助教授として荒川信彦(五十三年教授)が着任した。 

食品学の講座では、昭和二十四年に、初代食品化学教授としての〔辻〕村みちよ(大正二年本校理科卒)が理化学研究所から招か 

れた。また山西貞(昭和十三年本校理科卒)は二十七年に助教授(三十六年教授)となった。三十年に〔辻〕村が停年退官し、後任に木 

原芳次郎が農林省食糧研究所より教授として迎えられたが、三十五年に家政学部附属の食物化学研究施設が設置され、その教授と 

なり、食品化学の方は併任になった。三十九年に助教授として、東京大学農学部助手であった小林彰夫が迎えられ、食品化学は木 

原(併任)、山西、小林の三人で四十年まで担当した。木原は四十年に停年退官し、小林は四十三年東北大学に転出した。同年その 

後任として中谷陽一が迎えられた。 

調理学講座は大学発足後十二年目の昭和三十六年に設けられたが、研究室の運営、予算などは栄養化学研究室、食品化学研究室 

とまったく対等に扱われてきた。当初の教室員は由井テイ、松元文子、高橋静枝、吉松藤子の四名であった。 

東京女子高等師範学校教授の由井テイは、昭和二十四年より大学専任講師を併任したが、二十七年に辞任し、その後は非常勤講 

師として三十七年まで日本料理を担当した。同じく教授であった松元文子(昭和四年本校家事科卒)は、二十五年大学助教授を併任 

した(三十一年教授)。東京女子高等師範学校助教授の高橋静枝は、二十七年に配置転換により大学助手となり、翌二十八年辞任し 

た。同じく助教授であった吉松藤子(昭和十四年本校家事科卒)も、配置転換により大学助手を経て三十年に専任講師(三十八年助教 

授、四十七年教授)となり、以後調理学、調理学実験、食事計画論を担当した。島田淳子(昭和三十一年本学食物学科卒)は、教務職 

員、助手を経て、四十七年に専任講師(四十九年助教授)となり、調理学ならびに調理学実習(欧風料理・中国料理)を担当した。二十 

七年の由井の辞任後、三十七年より大妻女子大学の板橋文代教授が非常勤講師として日本料理と中国料理を担当している。 

なお、昭和五十一年度以降には、藤巻正生、小林彰夫、倉田忠男、相田浩、畑江敬子、久保田紀久枝が新たに本学科の専任教官 

として着任した。また中谷陽一、稲垣長典、山西貞、吉松藤子が転出、退官した。歴代の助手は、古川(旧姓高須)英子、右田(多田) 

節子、石井(梶川)靖子、渋川(山崎)祥子、島村(難波)理美子、島田淳子、中島(内田)温子、片山(須川)洋子、相坂(是松)浩子、本間清 

一(五十一年専任講師、五十四年助教授)、加藤(喜多)征江、今泉(平野)雅子、貝沼(鈴木)やす子、市川(松原)朝子、後藤(井村)シゲミ、 

余田季実子、竹井瑶子、青柿(喜友名)節子である。 

 

教官の主な研究活動 

 

栄養学講座の稲垣長典の主な研究業績には、ビタミン A、力ロチンおよびビタミン B１に関するものもあるが、ビタミン C につ 

いての報告が多く、アスコルビン酸酸化酵素に関する研究、ビタミン C 比色定量法、チオ尿素のアスコルビン酸酸化抑制機構、ア 

スコルビン酸およびその関連化合物の食品の酸化防止効果、コレステロール代謝に及ぼす C の影響、アスコルビン酸脂肪酸エステ 

ルの代謝などがその主なものである。なお、福場博保が当教室の助教授時代に行なった糖質、脂質関係の研究は別記する。稲垣の 

学界活動として主なものは、日本家政学会長(昭和四十二―四十六年)、日本栄養・食糧学会会頭(昭和四十九年)、日本ビタミン学会 

委員長(昭和四十九年)などで、現在ビタミン C 研究委員会委員長を務めている。荒川信彦の主な研究は熟成肉の Myosin B の性質 

の変化、Myosin A と Action の相互作用の変化、Muscle regulatory protein に関するものである。そのほか、稲垣との共同研究も 

多数ある。 



食品学講座の〔辻〕村みちよは、鈴木梅太郎教授のもとで、食品、栄養、生物化学の分野を研鑽し、「緑茶の化学成分の研究」に 

より、わが国で女性として 初の農学博士の学位を受けた。茶、その他の植物タンニンに関する研究は世界的に高く評価され、本 

学においてなされた「tea tannin Ⅱの分離」をもって茶のタンニンの研究は完成され、昭和二十八年日本農学賞を受けた(今日ま 

で女性としてただ一人の受賞者である)。木原芳次郎は、東京大学農学部川瀬惣次郎教授のもとで研究し、「にんにくの成分、特に 

scorodose の研究」により農学博士の学位を受け、本学教授になってからも、炭水化物化学を中心に、広く農産物の利用・加工に関 

する研究を行ない、多くの研究業績がある。また、澱粉工業学会および日本食品工業学会を設立し、その初代会長を務め、わが国 

の食品工業の発展に大きく貢献した。これらの研究業績に対し、日本農芸化学会鈴木賞が授与された(昭和三十八年)。山西貞は、 

北海道大学農学部小幡弥太郎教授のもとで、食品化学の分野を研鑽し、「食品のにおい、特に含硫化合物に関する研究」で農学博士 

の学位を受け、本学に赴任後も主として食品のにおいに関する研究を行なって来た。「茶の香気に関する研究」に対し、日本栄養食 

糧学会武田賞(昭和四十三年)、日本農芸化学会鈴木賞(昭和五十年)などが授与された。海外出張の主なものは、アメリカ合衆国マサ 

チューセッツ工科大学に研究員として二度(昭和三十三―三十五、四十年)留学、またアジア生産性機構(APO)より Technical Expert 

として、スリランカ国茶研究所に派遣された(昭和四十三年)。研究業績の主なものは、緑茶・紅茶の香気に関する研究、イカ肉の 

特臭成分、鰹節の香気、練り辛子の変質、温州みかん果皮油、ゴマ油および炒りゴマの香気などである。小林彰夫は、「アルカリ金 

属アミドによるテルペノイドの合成」研究により農学博士の学位を受け、山西に続いてマサチューセッツ工科大学に研究員として 

招かれ(昭和四十一―四十二年)、GC-MS による食品香気分析法の確立に貢献した。中谷陽一は、「α-Sorigenin dimethylether の 

合成」により農学博士の学位を受け、ストラスブール大学ウリソン(Ourisson)教授のもとではテルペノイドの研究を行なった。本 

学においては、小林のあとを継ぎ、食品香気の研究に協力し、「食品香気成分の合成的研究」で日本農芸化学会奨励賞を受賞した(昭 

和四十九年)。 

調理学講座の松元文子は、東京女子高等師範学校、同研究科を経て、東京大学農学部への内地留学生として研究を深めた。東京 

女子高等師範学校時代には近藤耕蔵、西野みよし両教授の影響を強く受けた。調理科学研究の方向づけをし、その基礎を築いた功 

績は大きい。昭和四十三年に小麦粉の調理に関する研究で第一回の日本家政学会賞を受賞した。このほか、米、鶏卵、マッシュポ 

テト、油脂など、主要食品の調理に関する研究論文が多数あげられる。在任中に研究生、内地留学生、委託生などで指導を受けた 

者は約二十年間に延べ二五〇余名に及ぶ。日本家政学会会長、調理科学研究会会長を務めた。吉松藤子は、東京女子高等師範学校、 

同研究科を修了後本校に勤務した。三十四年に東京大学農学部への内地留学生となり、桜井芳人教授、藤巻正生教授の指導を受け 

た。主な論文には油脂の変敗に関するもの、煮出汁に関するものがあり、近年は砂糖の加熱による変化を示差熱分析装置を用いて 

行なっているが、四十七年に揚げ物に関する研究で日本家政学会賞を受賞した。島田淳子は、本学科および修士課程修了後、研究 

生となった。主な研究業績には、揚げ物の品質に関与する要因、揚げ物における油の使用方法、ルーの加熱温度とその性状などの 

報告がある。 

 

学生の教育と研究 

 

食物学科は、昭和二十四年に学生入学定員十五名で始まり、二十九年に産業教育教員養成課程(学生入学定員十名)が家政学部に 

設置され(三十八年から家庭科教員養成課程)、食物学科はそのうち三―四名を割り当てられ、入学総定員十八―九名、四十一年に 

は二十八名に増員、四十二年以降は二十七名で現在に至る。また二十八年には専攻生二名を置き、さらに二十九年からは定員五名 

の専攻科が設置され、三十八年に大学院家政学研究科(修士課程)設置に伴い、大学院定員六名に発展し、五十年に定員二名増とな 

り、八名となった。 

当初の学部カリキュラム(カッコ内は単位数)は、専攻科目〔必修〕が栄養化学(六)、栄養生理学(四)、食品化学(八)、食品加工(六)、 

調理学(六)、卒業論文作成(六)の計三十六単位、専攻科目〔選択〕は、食糧政策および管理(二)、食物史(二)の計四単位、関連科目 

〔必修〕は化学(四)、生物学(四)、食品衛生(二)、外国語(八)の計十八単位、自由選択科目計二十単位であった。三十一年の改正で、 

専攻科目〔必修〕が栄養化学(三)、ビタミン化学(三)、栄養生理学(四)、食品化学(六)、農産食品化学(二)、醗酵食品学(二)、畜産食 

品学(二)、水産食品化学(二)、調理学(六)、卒業論文(六)の計三十六単位、専攻科目〔選択〕が水産食品化学各論(二)、食生活史(一)、 

献立論(二)、食糧政策(二)、酵素化学(四)、天然物取扱法(三)と充実された。以来栄養化学、食品化学、調理学およびその基礎分野 



について、講義・実験・実習全般にわたり年々拡充され、五十年現在、必修科目は四十二単位となった。また四十四年以降一般教 

育段階の基礎教育科目履修についてもいっそうの充実が図られた。 

大学院カリキュラムは昭和三十九年、選択必修の栄養化学特論(四)、栄養生理学特論(二)、食品化学特論(四)、食品微生物学特論(二)、 

食品貯蔵学特論(四)、食品加工学特論(二)、食品学特論(四)、調理学特論Ⅰ(四)、同Ⅱ(二)、食品衛生学特論(二)、生物化学特論(二) 

と必修の食物学特別研究(十)で始まった。四十年には、栄養化学、食品化学、調理学特論がⅠ(四)、Ⅱ(四)、栄養生理学特論(二)が 

栄養生理学特論(二)と特殊栄養学特論(二)、食品貯蔵学特論(四)が(二)、食品学特論(四)、食品膠質学特論(二)〔四十三年から食品物 

性論(二)〕となり、食物学特別講義が加わった。 

学生の卒業後の状況を見ると、昭和四十二年から四十六年の学部卒業生一一〇名について、その就職・進学先は、大学・研究所 

関係十四名(一二・七パーセント)、高等学校・中学校教論十二名(一○・九パーセント)、大学院進学十七名(一五・五パーセント)、 

食品関係会社四十八名(四三・六パーセント)、その他の会社、官庁など十九名(一七・三パーセント)で、就職・進学率は一○○パー 

セントである。このうち八三パーセントが食物学および関連分野で活躍している。同時期における大学院修士課程修了者三十名に 

ついては、大学・研究所関係二十名(六六・七パーセント、外国人一名を含む)、大学院博士課程進学者六名(二○パーセント)、食品 

会社一名(三・三パーセント)、その他の会社・官庁など三名(一○・○パーセント、外国人一名を含む)で、就職・進学率は一○○パ 

ーセントである。このうち九〇パーセントが食物学および関連分野で活躍している。 

 

第四節 被服学科 

 

旧制時代の担当教官 

 

明治三十二年女子高等師範学校時代に始まった技芸科で裁縫を担当したのは、今村順、神田順らである。今村順は、明治十七年 

に東京女子師範学校の教官となり、三十九年に教授に就任、大正三年までその任にあった。神田順は明治三十年に女子高等師範学 

校の嘱託、次いで三十三年助教授、大正三年教授となり、昭和三年までその任にあった。今村順は優れた教授法により、神田順は 

優れた技術により、多くの生徒を通してそれぞれの足跡を残している。渡辺辰五郎は、裁縫の一斉教授の創始者であるが、明治十 

四年から五年間、嘱託として東京女子師範学校における裁縫を担当していた(女子教育における本校と渡辺辰五郎との関係について 

は、三三―四頁参照)。 

成田順は、明治四十二年東京女子高等師範学校教官となり、昭和二十九年に退官するまで、四十五年の長きにわたり、被服教育 

ならびに被服学の充実に専念した。その間、大正十四年から二年間、裁縫家事研究のためイギリスに留学し、帰朝後、昭和三年に 

裁縫担当の教授となった。当時の日本は洋裁教育の揺藍期であったが、成田順は学校教育のなかに洋服裁縫を位置づけるとともに、 

十八年の学制改革に伴う裁縫から被服への脱皮において、和服裁縫担当の石田はるなどとともに、改革の中心的役割を果した。ま 

た、新制大学の発足に際し、被服学科の生みの親として、はかりしれない苦心を重ねた。 

神田順の教育な受けた石田はるは、大正七年東京女子高等師範学校の教官となり、大正十四年助教授、昭和二十年教授に昇任し、 

昭和二十七年に退官した。退官後は非常勤講師として学部の被服構成学を担当し、また三十八年度から発足した大学院家政学研究 

科における被服構成学特論「裁縫技術史」を四十六年度まで講じた。主な著書に『新編和服裁縫系統的精説』(上・下、昭和二十三 

―二十四年)がある。 

成田順の指導下で洋裁を研究した柳沢澄子、林雅子は、ともに昭和二十年、東京女子高等師範学校助教授となり、洋裁や和裁な 

どの指導に当った。 

なお、旧制の時代に重要な学科目のひとつであった手芸は、その内容に変遷が見られるが、技芸科、家事科、家政科の各時代を 

通して、日本刺繡を担当したのは嘱託上村百代であった。上村百代は四十年の長きにわたり優れた技術による指導を行ない、また 

数々の作品を残した(雅号玉絲)。名品のひとつ、水辺の静かな風景を繡いとった作品は、四曲屏風(高さ九八センチメートル、幅一 

四八センチメートル)として桜蔭会に保存されている。 

一方、明治三十九年頃から大正の中頃まで、洗濯・染色の実技を嘱託高橋岩次郎が担当した。また、昭和初期には嘱託太田勤治(当 

時東京工業大学助教授)が繊維および織物を、嘱託菱山衡平(当時東京工業大学附属工業専門部教授)が染色を講じており、洗濯など 



の実技は教授西野みよしが担当した。次いで、滝浦さだが、昭和九年に専任教官となり、二十一年頃まで、被服材料・被服整理に 

関する授業を担当した。 

 

新制大学設立後の学科・講座の制度的沿革 

 

昭和二十四年、理家政学部として発足した当初の家政学科被服学専攻には、第一講座被服科学、第二講座被服文化の二講座が設 

置された。第二講座は、翌二十五年家政学部として独立した時、被服構成講座と名称を改めた。 

第一講座には、自然科学系の被服材料学、被服機構学、被服衛生学、被服整理論、染色学などが含まれ、第二講座には被服学、 

被服文化史(日本・東洋・西洋)などが含まれた。このほか共通に講究(卒業論文)が課せられている。被服および衣生活に関する自然 

科学・文化・技術の広い領域にまたがる諸科学の理論と応用の研究能力を養い、現在および将来の衣生活における発展に寄与する 

ことを目的とする被服学専攻としては、 少限の講座数であった。しかも明治三十二年に女子高等師範学校に技芸科が創設された 

頃から、裁縫・手芸を主要科目とする技術教育に重点が置かれ、大学発足に至って主要学科目として取り上げられたものは、ほと 

んど非常勤講師によって担当されており、専任教官はすべて洋裁・和裁の担当者であった。したがって洋裁・和裁の技術教育とい 

う伝統と世間一般の印象を払拭して、被服学および被服学科の基礎を確立するための担当教官の交代はもちろん、新しい施設・設 

備の充実など.恐らく他のどの学科にも見られない生みの苦しみがあったといえる。 

昭和二十四年の大学発足から二十七年の東京女子高等師範学校廃止までの併置移行期間に、被服科学講座に助教授として矢部章 

彦(三十二年教授)が二十五年に着任し、被服整理論、染色化学を担当し、翌二十六年に助教授として松川哲哉(四十九年教授)が着任 

し、被服材料学を担当して、それぞれ非常勤講師と交代した。また、林雅子は助手(三十年専任講師、三十七年助教授四十九年教授) 

として被服科学講座に配置換えとなった。 

被服構成学講座には配置転換によって成田順が教授として、柳沢澄子が助手(二十八年専任講師、三十四年助教授、三十七年教授) 

として残った。同講座には、このほか服飾史担当の山際靖教授が二十七年着任した(山際はこの年十一月に急逝)。 

こうして昭和二十八年三月に第一回生十名が、はじめて卒業論文を作成し、世に送り出されたのである。その後三十七年度に第 

二講座は被服構成学と被服美学の二講座にそれぞれ独立し、合せて三講座に拡張した。さらに四十四年度には第一講座が被服材料 

学講座と被服整理・染色化学講座の二講座にそれぞれ独立し、合せて四講座となった。三十八年には大学院家政学研究科(修士課程) 

が設置された。この時点で被服専攻は三講座で発足したわけであるが、四十四年度には四講座となった。 

この間山際の後任として二十八年加藤猛夫専任講師が着任し、西洋服飾史を担当した(二十九年教授、三十年大阪大学に転任後三 

十二年まで併任教授)。二十五年から非常勤講師であった石山彰は、二十九年に専任講師として着任し(三十七年助教授、四十五年 

教授)、四十五年の退官後も非常勤講師として四十九年まで服飾史特論を担当した。また、三十年より併任教授であった谷田閲次は 

三十一年に専任の教授となり、服飾美学を担当した。 

さらに、昭和四十四年には、被服材料学講座の助教授として中島利誠(五十四年教授)が、被服構成学講座の専任講師として長谷 

部ヤエ(五十年助教授)がそれぞれ着任した。また、四十五年には被服美学講座の助教授として板倉壽郎が着任し、四十八年には同 

講座の専任講師として小池三枝(五十年助教授)が着任した。なお、昭和五十一年度以降には、柳沢澄子、林雅子、矢部章彦が退官 

し、石川欣造が新たに本学科に着任した。 

研究・教育の補佐役として欠くことのできない助手は、学科定員として現在文部教官助手二、文部技官二となっているが、順次 

交代してきているのでその氏名を次にあげる。 

被服科学講座では堀口明子、都築(旧姓川端)京子、沢野(富脇)靖子、滝沢(小田切)芙湄子。四十四年以後の被服材料学講座では、 

金子(磯部)恵以子、河野(戸沢)幸江。被服整理・染色化学講座では、駒城素子(五十八年専任講師)、小林(小平)泰子。被服構成学講 

座では松山(須貝)容子、長谷部ヤエ、高部(鈴木)啓子、中川(色田)千鶴子、猪又(安藤)美栄子、布施谷(天野)節子。被服美学講座では 

小池(小寺)三枝、柴田美恵、佐々井(小林)啓、中村信子、徳井淑子である。 

 

教官の研究活動 

 



被服材料学講座の松川哲哉は、被服材料学な担当。主な研究テーマは、繊維製品の防汚加工、疎水性合成繊維の表面処理、被服 

材料の透湿性に関する研究などで、関連の論文、総説および被服材料に関する著書・共著書がある。家 



政学会理事のほか、日本化学会、繊維学会、有機合成化学協会などの編集委員を担当した。中島利誠は繊維高分子の吸透湿性を中 

心とした繊維高分子への低分子の吸脱着に関する研究について、『工業化学雑誌』『繊維学会誌』Journal of Polymer Science など 

への論文のほか、著書・訳書がある。また有機合成化学協会、繊維学会.高分子学会、繊維製品消費科学会、などの理事・委員とし 

て幅広い活動を続けている。 

被服整理・染色化学講座の矢部章彦は、着任以来、洗浄・漂白・蛍光増白・染色の分野にわたり、基礎から応用まで幅広い研究 

を進めている。近年は繊維加工剤の安全性や環境保全の問題にも研究分野を広げ、これらの成果は『工業化学雑誌』『繊維学会誌』 

『油化学』Textile Research Journal『家政学雑誌』などに掲載されている。とくに『家政学雑誌』掲載論文を中心に「染色化学・ 

被服整理学の研究」により、林雅子とともに、四十六年に日本家政学会賞を受賞した。被服整理学、染色化学などに関する著書も 

ある。繊維学会、有機合成化学協会、日本油化学協会、繊維製品消費科学会、日本家政学会などの理事・会長・副会長・委員とし 

て、広範に活動をしている。林雅子は、大学発足以来一貫して矢部の研究に協力し、洗浄・漂白・蛍光増白・染色などの領域にお 

いて、とくに家政学的な応用分野に重点を置いて研究を進めている。『工業化学雑誌』『家政学雑誌』『油化学』『繊維製品消費科学 

会誌』などに論文や総説を掲載している。『家政学雑誌』掲載論文を中心に「染色化学・被服整理学の研究」で、矢部とともに、四 

十六年日本家政学会賞を受けた。関連の著書・共著書もある。また日本家政学会、日本油化学協会などの役員・委員として活動し 

ている。 

被服構成学講座の柳沢澄子は応用人類学の立場から、乳児から成人に至る日本人を対象とし、体型の類型化、衣服寸法の基準設 

定、身体計測値の分布型、衣服の動作適合性など、被服構成の基礎となる日本人の体型に関する研究を一貫して進めている。これ 

らの成果は、『家政学雑誌』『人類学雑誌』などに論文として掲載されている。またこれらの業績により四十三年に日本家政学会よ 

り第一回の学会賞を受賞した。題目は「日本婦人の被服寸法基準に関する研究」。主な著書に『Dress Pattern の基礎と応用』(編著、 

昭和四十一年)、『被服構成学』(編著、昭和四十六年)がある。日本家政学会、日本人間工学会などにおいて理事・評議員などとして 

活躍している。長谷部ヤエは写真測量法による着衣基体の形態学的研究を行ない、引き続き体型把握に関する研究を進める一方、 

繊維製品の性能に関する研究などを行なった。これらの研究成果は主として『家政学雑誌』に掲載されている。 

被服美学講座の谷田閲次は生活における造形および服飾意識の研究をテーマとし、わが国ではじめて服飾美学の講座を本学に開 

いた。主な論文に、「作家なき作品」(昭和四十一年)、「だての源流」(昭和四十五年)、「外にある中心」(昭和四十七年)など、著書に 

は『生活造形の美学』(昭和三十五年)、石山彰と共著の『服飾美学・服飾意匠学』(昭和四十四年)などがある。石山彰には、『図説 

古代服飾文化史』(昭和三十一年)、『図説日本洋装百年史』(共著、昭和三十七年)、『被服意匠と色彩』(昭和四十二年)、『服飾美学・ 

服飾意匠学』(共著、昭和四十四年)などがある。板倉壽郎は、「装いの意味への一考察」(昭和四十六年)、「中世における光の問題」 

(昭和四十七年)、「服飾史学成立に関する問題」(昭和四十八年)などの論文があり、『服飾美学』に掲載されている。小池三枝は日本 

人の服飾意識を研究テーマとし、その論文は『服飾美学』『お茶の水女子大学人文科学紀要』などに掲載されている。 

 

学生の教育・研究 

 

昭和二十四年設立当初の被服学科学生定員は十五名ではじまり(第一回の実員は十名であった)、二十九年に産業教育教員養成課 

程(学生入学定員十名)が家政学部に設置され、児童・食物・被服の三学科がそれぞれ三、四名を分担することになったため、学科 

定員は十八、九名となった。さらに四十一年に二十五名、四十四年以降三十名となって、現在に至っている。また定員五名の専攻 

科が二十九年度から設置され(第一回修了者二名)、三十八年の大学院修士課程設置に伴う廃止まで、十年間に二十九名の修了者を 

送った。修士課程は一講座につき学生の入学定員二名で、発足当時は三講座六名であったが、四十四年に被服学科が四講座となる 

に伴い八名に増員された。 

当初(昭和三十―三十六年)の学部カリキュラム(カッコ内は単位数)は、専攻科目〔必修〕(三十六)が、被服材料学第一(三)、同実 

験第一(二)、染色化学第一(総論)(一)、同第二(各論)(二)、染色化学実験第一(一)、被服整理学(三)、被服衛生学(二)、被服構成学なら 

びに実習第一(六)、服飾意匠概論(二)、色彩学概論(二)、日本服飾史概説(二)、染織工芸概論(二)、被服機構学(二)、卒業論文(六)。 

専攻科目〔選択〕(四)は、専攻科目および家政学部共通科目中から選択し、ほかに外国語(八)、関連科目〔必修〕(六)、自由選択科 

目(二十)であった。専攻科目〔選択必修〕(十)のうち被服科学コースは、被服材料学第二(二)、同実験第二(二)、染色化学第三(特論)(二)、 



染色化学実験第二(二)、被服整理学実験(一)、被服科学演習第一(四)、同第二(四)、被服科学輪講(二)、＊基礎物理学(四)、＊基礎化学 

(四)(＊は理学部所属の科目)の二十七単位中より選択必修。被服構成コースは、被服構成学ならびに実習第二(三)、同第三(三)、東 

洋服飾史概説(二)、西洋服飾史概説(二)、服飾史特講 A(二)、同 B(二)、服飾美学概論(二)、同演習(二)、服飾意匠特講(二)の二十単位 

のなかから選択必修。これらは学科共通必修の学科目および単位数が多く、各コース別の特色を発揮するには学生の負担が非常に 

重いため、講座数の拡充に伴いしだいにコース別を明らかにし、それぞれを基礎的に充実させるための改正がたびたび行なわれた。 

現行のカリキュラムは、四十六年に大改正されたもので、入学当初から被服科学専攻と、被服構成学、被服美学専攻に分かれ、 

学科全員の専攻科目は、学科共通必修(六科目十八単位)と学科共通選択必修(六単位)の合計二十四単位にしぼり、それぞれコース別 

の基礎的科目に重点を置いて履修するようになっている。 

専攻科目〔必修〕(二十四)は、学科共通必修(十八)として、被服材料・機構学概論(二)、染色・整理学概論(二)、被服構成学第一(二)、 

同第二(二)、服飾美学概論(四)、卒業論文(六)、学科共通選択必修(六)として、被服材料学(二)、被服整理学第一(二)、被服材料・機 

構学実験(一)、染色整理学実験(一)、被服構成学実験実習第一(二)、同第二(二)、西洋服飾史概説第一(二)、同第二(二)である。その 

ほかに学科共通選択としては、基礎物理学 A(二)、基礎化学 C・D(四)、応用統計学(二)、応用統計学演習(一)、被服学特殊講義(四) 

がある。関連科目〔選択必修〕(六)は、家政学原論(二)、児童学概論(二)、食物学概論(二)、家庭経営学概論(二)、住居学概論(二)、 

家庭看護学(二)の家政学部共通科目中から選択する。ほかに自由選択科目(二十)から履修する。 

被服科学専攻の専攻科目〔選択必修〕(二十六)は、被服機構学(二)、被服衛生学(二)、繊維物理学(二)、繊維化学Ⅰ(二)、同Ⅱ(二)、 

被服整理学Ⅱ(二)、染色化学(二)、応用物理化学(二)、基礎化学実験(二)、被服材料学実験Ⅰ(一)、同Ⅱ(一)、被服機構学実験(一)、 

染色化学実験Ⅰ(一)、同Ⅱ(一)、被服整理学実験(一)、被服科学演習Ⅰ(二)、同Ⅱ(二)、同Ⅲ(二)、同Ⅳ(二)、被服科学輪講(二)である。 

被服構成学・被服美学専攻の専攻科目〔選択必修〕(二十六)は、被服構成学実験実習Ⅲ(二)、被服構成学特講Ⅰ(二)、同Ⅱ(二)、被 

服構成学演習Ⅰ(二)、同Ⅱ(二)、被服構成計画(二)、被服図学(二)、被服機構学(二)、被服衛生学(二)、服飾意匠実習(二)、日本服飾 

史概説(四)、服飾美学演習Ⅰ(二)、同Ⅱ(二)、同Ⅲ(二)、同Ⅳ(二)、服飾美学特講(四)、服飾史特講(四)、美学特講(四)である。 

大学院カリキュラムは、開設時には、選択必修により次の科目中から三十単位(被服学特別研究十単位は必修)を履修することに 

なっていた(カッコ内は単位数)。被服材料学特論(四)、被服物理学特論(二)、被服材料化学特論(二)、被服衛生学特論(二)、染色化学 

特論(四)、被服整理学特論(四)、繊維界面化学(四)、被服構成学特論Ⅰ(四)、同Ⅱ(二)、同Ⅲ(二)、同Ⅳ(二)、服飾美学特論(四)、服飾 

史特論Ⅰ(二)、同Ⅱ(二)、服飾意匠学特論(四)、色彩学特論(二)、被服学特論(四)、被服学特別研究(十)、被服学輪講(四)。その後、 

昭和四十六年に服飾意匠学特論(四)、色彩学特論(二)が廃止され、代って服飾美学特論Ⅰ(六)、同Ⅱ(六)が置かれ、四十九年より繊 

維構造論(二)が加えられた。 

学生の卒業後の状況については、昭和四十九年十一月発行の被服学科誌『すおう』第十二号の名簿によると、二十八年三月の第 

一回から四十九年三月の第二十二回までの卒業生(大学院修了者を含む)四二七名について、現役としての活躍状況を見ると、一七 

八名、全体の四一・七パーセントが職に就いており、このうち短期大学・大学関係は、五十七名で全体の一三・三パーセント、高 

等学校および中学校教員は四十二名で九・八パーセント、会社・官庁は七十九名で一八・五パーセント、このほか大学院在学中が 

十八名である。第一回生も現役で活躍しており、とくに短期大学・大学では家政系の大学で専門を生かして、結婚後も息ながく教 

授・助教授・講師・助手などとして活動している。 

 

第五節 家庭経営学科 

 

旧制の時代 

 

旧制時代の家事科のなかに、今日の家庭経営学に関係があると見られる科目がまったくなかった訳ではない。まず第一にあげら 

れるのは家事経済であり、これは大正八年から松平友子講師(昭和二十一年教授)が担当し、また西野みよし教授の家事概論、菅原 

教造教授の家事生活概論が講じられていた。家事経済は日本における家計研究の嚆矢とされ、今日の家庭経済学の母体となったも 

ので、家庭経営学の萌芽といえよう。後二者は今日のものとはかなり相違はあるが、その内容には家庭生活、家族関係、民族学、 

美術論などが盛られていた。 



 

新制大学発足後 

 

昭和二十四年にお茶の水女子大学が発足し、翌二十五年に理家政学部から家政学部が独立した際には、児童・食物・被服学科の 

みで、家庭経営学科は設けられず、他の三学科の学生のための共通講座としての位置に甘んじなければならなかった。松平友子は 

当初から家族経済学、家計簿記論、家庭科教育法を、さらに二十八年から新たに家政学原論を講じた。この家政学原論はわが国の 

大学で講じられたこの分野の草分けといえる。またこの共通講座に設けられた家庭管理学と住居学の講義は非常勤講師によって行 

なわれた。三十五年に松平が停年退官し、代って東京女子高等師範学校家事科卒の助手伊藤秋子が専任講師(三十九年助教授、四十 

六年教授)となり、家族経済学(三十九年に家庭経済学と改称)、家計簿記論、家政学原論および家庭科教育法を担当した。三十九年 

に東京大学理学部人類学教室より田辺義一が助教授(四十六年教授)として迎えられ、家政学原論を講じることとなり、さらに四十 

二年、東京家庭裁判所調査官の湯沢雍彦が助教授(五十年教授)として迎えられ、新たに加えられた家族関係学を担当することとな 

った。 

 

家庭経営学科の設置と進展 

 

これまでのわが国の大学の家政学部は食物、被服、児童、住居などの諸学科によって構成されており、家庭および家庭生活その 

ものを対象とした部門は、独立した学科としてはほとんど設置されていなかった。しかし、家政学としては、家庭の有する諸機能 

を分析し、それらが十分に果されるように家庭の運営を行なうことに関する諸事項を、基礎的・実際的両面において科学的に研究 

することが必要であり、この部門は、家政学のなかでむしろ中核的な存在としての位置を占めるべきものであることがしだいに強 

く認識されてきた。現実に、家政学関係学部設置基準要綱には、この分野の学科として「家庭経営学科」が他の学科と並んで記載 

されており、家政学部の専門授業科目としてこの分野の科目があげられているが、専攻者が少ないため、従来重視されず、満足す 

べき効果はあげられていなかった。しかし、この分野への認識が深まるとともに、専門の教官を要求する声が、全国の大学および 

短期大学で大きくなり、中学・高等学校の家庭科教育の面でも、この分野を担当する教員の不足から専攻者の養成が急務とされた。 

学の家政学部では、共通講座としてこの分野の研究が一部行なわれていたが、専攻学生がおらず、教授陣容も他に比べて手薄であ 

った。この共通講座を母体として一学科を新設し、専門家を養成することの要望を文部省へ出し、昭和四十三年家庭経営学科の創 

設が実現するに至った。発足当時は、第一講座家政学原論・田辺義一助教授、第二講座家庭経済学・伊藤秋子助教授、第三講座家 

族関係学・湯沢雍彦助教授という陣容であったが、四十五年に第二講座に慶応義塾大学商学部出身の犬塚伝也専任講師を、四十六 

年に第一講座に東京大学理学部人類学教室より富田守助教授を、さらに四十七年に第三講座に横浜国立大学教育学部より山室周平 

教授を迎え、各講座二名ずつの教官の陣容が整えられた。山室が五十年に停年退官してのち、同年東京都老人総合研究所主任研究 

員の袖井孝子を助教授として迎えた。 

昭和五十一年度以降には、田辺義一が逝去し、その後に小倉志祥が新たに本学科の第一講座の専任教官として着任した。 

また家庭経営学科創設以来の助手は、大竹(旧姓酒井)はるみ、技官は鈴木敏子、内藤(鈴木)清美、高橋久美子である。 

こうして家庭経営学科の内容は逐次充実されてきたが、この分野の研究・教育を推進し、高い専門的知識と技術を持った人材を 

養成するためには、大学院修士課程の設置が必要とされた。家政学部のなかの他の三学科にはすでに昭和三十九年度より大学院修 

士課程が設立されており、家庭経営学科の卒業予定者のなかには大学院進学を希望する者もあり、さらに他大学からの要望もあっ 

て、四十七年、大学院家政学研究科(修士課程)に家庭経営学専攻課程が設置された。 

 

教官の研究活動 

 

第一講座の田辺義一は、先史時代の人の生活や進化の自然科学的な研究に関する業績が多いが、人とその生活に関する原論的関 

心も強く、この面での指導力は大きい。著書としては『家政学総論』(昭和四十六年)、『人類学総説』(共著、昭和五十年)などがあ 

り、また、A Study on the chem. composition of ancient bronze artifacts excavated in Japan, 1962. Dating fossil bones from  



Japan by means of X-ray diffraction pattern, 1968.など多くの論文を発表している。なお、家政学原論研究委員会委員長、日本人 

類学会評議員、文部省大学設置審議会専門委員などに広く活動した。富田守は、人の基本的生活行動の生理学的研究を一貫して行 

ない、とくに直立姿勢と二足歩行について筋電図学、運動力学、霊長類学の諸面から追求したり、人と比較するために霊長類をも 

研究対象とし、姿勢と歩行の研究のほか、表情や成長に関しても研究を手がけ、著書『人類学総説』(共著、昭和五十年)がある。 

日本家政学会関東支部および家政学原論研究委員会の幹事を務めるなど、意欲的な活動を行なっている。 

第二講座の伊藤秋子の研究は、戦後の家計分析に出発し、しだいに家族周期段階別考察、食料費、教育費に焦点が置かれ、その 

多くは家計調査による実態分析に特徴がある。『家庭経済学』(昭和四十四年)、『家族周期と児童養育費』(共著、昭和四十五年)、『家 

族周期と家計構造』(共著、昭和四十六年)、『改訂家庭経済学』(昭和四十九年)などに、それらの成果が盛られている。近年は生活 

水準や貧困の問題に関心が向けられ、老齢者の生活費に関する論文も多い。なお、日本家政学会の理事、経済企画庁、国民生活審 

議会委員などを歴任した。犬塚伝也の研究は消費者問題の分析に焦点が置かれており、『家庭経営実験調査法』(共著、昭和四十六 

年)のほか、「消費者の購買行動に関する研究」(昭和四十八―五十年)、企業の行動分析としては『日本の企業合同・合併――その経 

営経済学的考察』(共著、昭和四十二年)などがある。 

第三講座の山室周平は、家族理論と家族研究史を専門とする。著訳書としては、『モーガン――人と業績』(昭和三十二年)、『現 

代家族の社会学』(共編、昭和四十五年)、『居宅老人の生活と親族網』(訳書、昭和四十九年)があり、多くの論文のなかでは、核家 

族論争をまき起した「核家族論と日本の家族」(昭和三十七年)が知られている。なお、日本社会学会・日本老年社会科学会の理事

などを兼ねている。湯沢雍彦は、家族問題の法社会学的・社会心理学的分析を専門とする。多くの著訳書および論文があるが、主 

要な著書類には『家庭事件の法社会学』(昭和四十三年)、『家族関係学』(昭和四十四年)、『老人扶養の研究』(共編、昭和四十五年)、 

『図説家族問題』(昭和四十八年)、『家族制度』(昭和五十年)がある。日本家政学会・日本老年社会科学会の理事などを歴任した。 

袖井孝子は、階級および社会移動と家族構造・家族関係との関連についての研究を主としてしているが、 近では老人家族に関す 

る論文も多い。主要な著訳書としては『バイオクラット』(共訳、昭和四十七年)、『現代日本の階級意識』(共著、昭和四十八年)、『新・ 

家族関係学』(共著、昭和四十九年)がある。 

 

学生の教育・研究 

 

学部学生の入学定員は、昭和四十三年創設以来二十五名(入学募集定員は二十五名、家庭科教員養成課程三名を加えて二十八名) 

である。学部のカリキュラム(現行)は次のとおりである(カッコ内の数字は単位数、ローマ数字は履修学年)。 

専攻科目〔必修〕(三十四)は、家政学原論Ⅰ(四)(Ⅰ)、生活史Ⅰ(二)(Ⅱ)、家庭生活論(二)(Ⅲ)、家庭経済学概論(四)(Ⅰ)、家庭経済 

学Ⅰ(四)(Ⅱ)、家族関係学概論(二)(Ⅰ)、家族社会学(四)(Ⅱ)、家庭法律学Ⅰ(二)(Ⅲ)、社会統計学Ⅰ(二)(Ⅱ)、家庭経営学演習(二)(Ⅲ)、 

卒業論文(六)。専攻科目〔選択必修〕(十八)は、家庭管理学概論(二)(Ⅲ)、家政学原論Ⅱ(二)(Ⅲ)、家政学原論演習(二)(Ⅳ)、生活史Ⅱ 

(二)(Ⅲ)、人口学(二)(Ⅱ・Ⅲ)、老年学(二)(Ⅱ・Ⅲ)、人類学(四) (Ⅲ)、人類学実験実習(一)(Ⅲ)、人間工学(二)(Ⅱ・Ⅲ)、精神身体学(二)(Ⅱ・ 

Ⅲ)、家庭経済学Ⅱ(二)(Ⅲ)、家庭経済学Ⅲ(四)(Ⅲ)、家庭経済学演習Ⅰ(二)(Ⅳ)、家庭経済学演習Ⅱ(二)(Ⅳ)、家計簿記(二)(Ⅲ)、生活 

設計論(二)(Ⅱ・Ⅲ)、購買論(二)(Ⅲ)、購買論実習(一)(Ⅲ)、数理経済学(二)(Ⅲ)、経済史(二)(Ⅱ)、家族研究史(二)(Ⅲ)、家族心理学(四) 

(Ⅲ)、家族関係学演習Ⅰ(二)(Ⅳ)、家族関係学演習Ⅱ(二)(Ⅳ)、比較家族研究(二)(Ⅲ)、社会福祉学(二)(Ⅱ・Ⅲ)、家庭法律学Ⅱ(二)(Ⅲ)、 

家族心理実習(一)(Ⅲ)、生活調査法(二)(Ⅲ)、調査実習Ⅰ(一)(Ⅲ)、調査実習Ⅱ(一)(Ⅲ)、生活環境論(二)(Ⅱ・Ⅲ)、生活行動論(二)(Ⅱ)、 

社会統計学Ⅱ(二)(Ⅱ)、応用統計学(二)(Ⅲ)、応用統計学演習(一)(Ⅲ)、家庭経営学特殊講義(四)。関連科目〔選択必修〕(六)は、児童 

学概論(二)(Ⅰ)、食物学概論(二)(Ⅰ)、被服学概論(二)(Ⅰ)、住居学概論(二)(Ⅱ)。 

必修科目は、将来いずれの専門に進む場合にも 低限度学んでおく必要があると思われるもの、すなわち家政学原論、家庭経済 

学概論、家族関係学概論を中心とした必修科目が設けられ、そのうえに各講座ならびに学科共通の選択科目が設けられている。第 

一講座は総論的性格を持ち、人間・家庭の本質や歴史など幅広い内容を含み、第二講座は家計分析、消費者問題を中心とし、また 

第三講座は家族、家族制度、家族法などを基本に、それぞれ人間・家庭生活の在り方を追求するものである。家庭経営学科が設置 

されてから五年を経た昭和四十八年に、それまでの経過と学生の要望も考慮して、当初のものに若干の改正を行なった。その要点 

は必修科目の充実、内容により適切な科目名の変更、科目の新設と整理統合である。 



大学院生の入学定員は四十七年以来六名である。大学院のカリキュラムは次のとおりである(カッコ内の数字は単位数)。 

家政学原論特論Ⅰ(四)、家政学原論特論Ⅱ(四)、生活史特論(二)、生活行動論特論(四)、家庭経済学特論Ⅰ(四)、家庭経済学特論Ⅱ 

(二)、経営経済学特論(四)、消費者行動論(四)、家族社会学特論(四)、家族関係学特論(四)、家庭法律学特論(四)、比較家族研究特論(四)、 

家庭管理学特論Ⅰ(二)、家庭管理学特論Ⅱ(二)、住居学特論(二)、家庭経営学特別講義(四)、家庭経済学特別研究(十)。 

本学科の研究のひとつの特徴として、三年次の家庭経営学演習がある。これは学生と全教官がともにひとつのテーマについて報 

告・討論を行なうもので、三講座がとかく専門化しやすいところを、総合的に総括する研究態度を養なううえに効果をあげるべく 

努力がなされている。また、生活調査実習を毎年実施している。教官と学生とが一緒にフィールドへ出かけて苦労をともにし、実 

地に研究方法を体験し、その成果を発表することは、学生・教官の双方にとってきわめて有益である。これまでは各講座ごとに独 

自に行なってきた調査を、家庭経営学におけるものとして、総合的な調査を行ないたいと検討中である。また、教官と大学院生と 

で「3K 会」(家庭経営学科研究会の略称)を月に一回もち、比較的自由に、また自主的に研究報告兼親睦の実績をあげている。 

これまで学部においては四回の卒業生を出したが、卒業後は大学院に進学する者、中学校および高等学校の家庭科教員になる者 

が多く、そのほか、銀行関係、官公庁(とくに消費者センターなど)、研究所、出版関係、一般企業など、就職先は多方面にわたっ 

ている。 

 

第四章 附属施設 

 

第一節 附属図書館 

 

御茶の水時代の図書室 

 

明治八年の開校の時から、課業用の書籍は学校から生徒に貸していた。この制度はいつ頃まで続いたかはっきりしないが、教科 

書貸し出しは相当あとまであったらしい(大正十年のある卒業生は、平家物語をその課業があるあいだ借りていたが、督促もされな 

かったという)。また、教科書とは別に、「書籍縦覧室」に「諸般ノ書籍及ビ新聞紙等ヲ蒐集シ、放課ノ際生徒ニ縦覧ヲ許」してい 

た(明治八年東京女子師範学校通則第一九条)。この書籍縦覧室が今の図書館の前身である。蔵書数は、貸出用教科書を入れて、明 

治八年は七五九部、翌九年は二一、八二五冊とある。なお、八年から読書掛の名が見えるが、図書を扱った教員と思われる。 

その後、数年のあいだに所蔵図書は急速に増加し、『東京女子師範学校第六年報 自明治十二年九月至十三年八月』によると、和 

漢書は三三、三一○冊で、前年より三、〇三四冊増、洋書は一、四九八冊で、三〇九冊増である。和漢書一、一三五冊は「文部省 

の交付」、三冊は「諸学校の寄贈」、二十六冊は「人民の納付」、その余は「本校の購求」と書いてある。この年に新たに書籍の目録 

を改訂したが、十四年の分類と冊数は、経子類一、四〇九、政法類一、三六六、修身類一、七七九、教育類二、六八二、詩文類六 

〇三、書画類二、○一四、類書類一、四四五、雑類三、〇七三、算数類二、八九八、格物類六、二二七、史伝類一○、七九〇、地 

誌類二、三〇五で、和書一、〇八四、英書一、七四六、仏書八であった。教科が変るにしたがって、毎年のように種類、部数、冊 

数の増減があった。たとえば十七年の『文部省年報』には、「之ヲ十六年末ノ現数ニ比較スレバ、種類数ニ一百四十一種ヲ増シテ、 

部数ニ八百九十四部、冊数ニ三千三百二十六冊ヲ減ゼリ、斯ク種類ニ増シテ部数冊数ヲ減ジタルハ、(中略)当校ニ在リテ不用ニ属 

スル書籍ノ一種類ニシテ、数十部百冊ヲ為スモノト、現今教科ニ要用ナル各種ノ書籍ト交換セシニ由ルナリ」とある。 

明治十九年に高等師範学校女子部、次いで二十三年に女子高等師範学校になったが、同年、従来生徒の専用であった書籍縦覧室 

の後身の図書閲覧室を、職員も利用できるように改め、図書を増加した。 

明治二十三年に「図書閲覧心得」を定め、二十四年に「図書室仮規則」がつくられた。この仮規則によると、教科書は貸し出す 

が、他の図書は自由開架式で禁帯出である。附属高等女学校の生徒は教員付添で閲覧した。第十六条に「図書閲覧時限ハ日ノ長短 

ニヨリ時々室内ニ掲示スベシ」とあるが、読書用の灯火はなかったのであろうか。電灯がいつから用いられるようになったか、は 

っきりした記録は見あたらない。しかし電気事業の発達状態と、国立学校であることから考えて、多分この仮規則から数年で電灯 

になったことと思われる。仮規則は四十四年十一月に正式の規程になったが、内容はあまり変らなかったので、大正元年十月三十 

日に新たに規程を定めた。 



明治四十一年に東京女子高等師範学校となり、四十三年、図書主任を置いた。小林照朗教授である。同教授は四十四年六月より 

英・独・仏へ留学を命ぜられたので、五月より下田次郎教授が図書主任となった。また、同年に図書掛が新設され、従来教務掛で 

扱っていた図書の事務が独立した。大正四年に図書主任は帰国した小林照朗教授となり、翌年も同様であった。 

大正五年に図書主任を図書室主任と改め、「図書室主任規程」が制定された。主任は図書事務の整理統一、図書の選択、図書室の 

臨時開閉、閲覧時限、特別貸出、事務分担などな扱うことになっている。大正六年に図書室主任は岡田美津教授、七、八年には栗 

原清治教授、九、十年に川上滝男教授、十一、十二年には補永茂助教授であった。 

大正十二年九月一日関東大震災によって図書室は烏有に帰した。百科事典、字源、大日本国語辞典、国歌大観、世界美術全集、 

津田左右吉『文学に現はれたる我が国民思想の研究』、Everyman's Library などを蔵していたそうである。しかし、十三年に、焼 

失した旧校舎の跡に仮校舎を建築し、玄関の近くに図書室が設けられた。そして、大正十二年十月三十日から震災後の図書出納簿 

が始まっている。旧帳簿は焼失したものと思われ、№１から始まったその帳簿に、受け入れが記された図書は、和漢書七、五八二 

冊(五、六八三円〇七銭)、洋書は三二八冊(一、五五一円八〇銭)で、そのうちの、和漢書七、二六二冊、洋書一九九冊が桜蔭会およ 

び桜蔭会員によって寄贈されている。 

昭和二年に「校務分掌規程」が改正され、図書掛は図書課となり、幹事を置いて、分掌事務整理の責任を持つことになった。大 

正十三年から図書室主任であった下村三四吉教授が、この時から図書課幹事となった。昭和七年から十年まで、幹事は内藤智秀教 

授、十一、十二年は荘田安太郎教授、十三年からふたたび内藤教授となった。 

 

大塚移転後 

 

図書館の書庫および閲覧室の新営工事が昭和八年十二月に竣工して、三学期には震災後しだいに収集した蔵書も移転した。本校 

に対する震災復旧のための国費が割合潤沢であったのは、国立学校のなかでの順位が高かったためであり、今日書庫にある哲学の 

洋書、参考図書、和漢の学術書などのなかにはこの時に購入されたものもある。 

書庫に続いては、事務室、生徒閲覧室、幹事室、教官閲覧室があった。書庫は延九十坪、三階建の鉄筋コンクリート造で、図書 

用のリフトがあり、閲覧室は一〇五坪で、九十名収容できた。『六十年史』によると、昭和九年六月に全校蔵書総計五万冊を越え、 

和漢書四一、八二一、洋書一○、二六三冊(八年度末)で、うち図書館の蔵書は二九、四〇九冊であった。 

蔵書の検索のためには、昭和八年に新分類法(十進法)を定めた。A より M まで(Ｉを除く)十二の部門に大別したものを、さらに 

細分して、全部で一二四項目としたものである。また帳簿式目録をカード式に改め、同じ分類のなかでは著者名のアルファベット 

順に排列し、和書については、著者名をローマ字化(ヘボン式)した。これは内藤幹事の尽力によるものであった。さらに、書名目 

録を加えて、三種のカード目録を揃え、分類にはやがて N 部門(記念文庫)を加えた。今日の総合目録もこの時発足し、学校全体の 

図書を図書館で検索できるようにした。のちに大学になってからも、この分類を少しずつ展開して用いていたが、三十七年十月に 

日本十進分類法を採用してからは、以前の分類は「本学独自の旧分類」と呼ばれた。現在書庫に収蔵されている図書は、主として 

この分類によっている。 

昭和十五年六月に「紀元二千六百年文庫」として、和書九〇一冊を N１０に置いた。十五年を皇紀二千六百年と称して、国家的 

行事があったので、それを記念して収納したものである。全校の蔵書数は、十五年度末には、和漢書五一、六四八冊、洋書一三、 

三六三冊に達した。 

図書課の管理外であったが、寮の図書室には文学全集が揃っていて、長椅子の上でトルストイ、ドストエフスキー、有島武郎の 

全集などを自由に読んだとのことである。この図書室のことを記憶している卒業生は多いが、空襲で寮が焼失したため、これらの 

図書もすべて失われた。一方、図書館の図書の疎開はとくに行なわれず、焼夷弾が天井裏に止らないよう、一部天井をはずしたの 

みで、むしろ文部省の図書を預かったくらいであった。これらの図書は昭和三十四年に図書館が現在地に移転する前に引き取って 

もらうまで、書庫にあった。書庫も閲覧室も戦災にあわなかったが、図書の一部は貸出先で戦火にあい、和漢書三、九四五冊、洋 

書六三九冊が失われた。 

連合国軍に占領されていた時代には、日本精神や国家主義に関する図書は置いてはいけないということで、カードや図書をはず 

したが、これらは日本が独立を回復してから、また利用できるようになった。昭和二十二年に内藤教授が本校を去ったため、図書 



課幹事は津田芳雄教授に代った。なお、二十三年度末の蔵書(全校)は、和漢書五四、六九二冊、洋書一四、五四五冊であった。 

 

大学附属図書館となって 

 

昭和二十四年にお茶の水女子大学が発足し、附属図書館の初代館長に久米又三教授が就任した。事務長は茂手木元蔵、事務部は 

庶務と司書の二係で、職員は七名であった(以後の館長名、図書費、職員数などは六八〇―一頁にあげる)。建物は、書庫および閲 

覧室を東京女子高等師範学校より引き継ぎ、以前の教官閲覧室を第二閲覧室に転用した。開学の際の桜蔭会からの寄付のうち図書 

費は一、九四八、○○○円であった。二十五年に『図書館月報』の発行を始めたが、それによると、小説では志賀直哉がよく読ま 

れている。はじめは館外持ち出しがなかったが、閲覧票を発行して帯出を認め、夏休みには旧制時代と同様に長期貸し出しをした。 

閲覧窒の座席は、元来第一閲覧室に九十あるはずであったが、小説類を開架にして閲覧室に出していたため、第二閲覧室を合せて 

も八十位であった。閲覧室と事務室のあいだがカウンターになっていたので、閲覧係はなかったが、居合せた職員がいつでも請求 

を受け付けた。 

大学図書館がこれほど狭い場所では困るというので、拡張計画が練られていて、その場所に建てなおすか、現在の図書館のある 

場所に移すか、講堂のうしろ側とか、いろいろな案があった。しかし非戦災校の図書館新築はあと回しという考え方が文部省にあ 

り、学内でも研究室優先と考えられていた。学生は学生新聞で図書館の拡張を要求していたが、予定がたたない状態であった。学 

内に厚生施設が何もないので、図書館を拡張してその延長部分に食堂や談話室を設けるべきだというのが、茂手木事務長の考えで 

あった。とにかく図書館新築の現実的な動きは、蠟山政道学長の時代になってからであった。閲覧室も狭かったが、書庫はなおさ 

ら狭く、書架に収めきれないで横に積んである図書もあった。昭和三十一年二月に「附属図書館書庫現況調」を出して、その満載 

状態を超えている有様を訴えた。 

茂手木事務長は昭和二十九年に転出し、竹内和子がその後任となった。同年に桜蔭会が寄付した十万円を基金として、蠟山学長 

の指示により指定図書の制度が始まった。のちに四十八、四十九年度に文部省予算による指定図書制度を実施したのであるが、二 

十九年の時点では寄付金で開始し、次いで毎年の図書館の予算より支出し、一般教育関係の図書から始めて、三十三年から専門教 

育関係の図書の方へ広げた。この間、三十年に長い闘病生活の末逝去された故宮嶋鋭夫氏(東京帝国大学哲学科卒)の蔵書一四九冊 

が作楽会員の姉より寄贈され、「宮嶋文庫」と称した。哲学・美学・文学関係で、とくにドイツ語のものが多い。三十一、三十二年 

に「矢崎文庫」二、七二四冊を購入した。故矢崎美盛東京大学教授の哲学・美学関係の蔵書の一部を藤田健治教授の斡旋で入手し 

たものである。購入年度により別々に整理されている。 

昭和三十一年から三十二年にかけては、図書館建築の規模、位置、設計などの問題とともに、根本的な問題として、全体の蔵書 

計画はいかにあるべきか、将来大学の図書はどのように充実されればよいのか、運営については開架方式をどのくらい取り入れる 

か、各学部・学科の図書室との関係、重複の問題、二十年から三十年先を考えるとあまり窮屈なものでない方がよい、などといっ 

たことを、学長が主となって図書館準備委員会において論じた。他の四大学に蔵書構成を問い合せた結果、それらの大学の蔵書に 

比べて、本学は一般教養図書の比率が高く、参考図書、研究用図書の割合が低いことを改めて認識した。その後は、全学的に研究 

図書、参考図書の充実を心がけることになった。 

昭和三十二年に物品管理法が施行された。これは会計法規の改正であるが、図書館の事務にも相当大きな影響を与えた。 

 

新図書館の開館 

 

昭和三十二年、新築される図書館の位置が現在の場所に決定され、翌年にかけて二年がかりの工事が行なわれた。本学では従来 

小説類は開架にしてきたので、新図書館にも開架式の部分を希望したが、文部省の係官の賛成をなかなか得られなかったから、書 

架を間仕切りにするというデザインで、実質的に開架室を設けた。文部省が当初の方針を変えて開架主義に転換したのは、さらに 

二、三年して、東京大学図書館の改造が行なわれた頃からである。この開架の参考図書室には参考図書、指定図書を置き、三十一 

年に発足した総合コースの指定図書もここに置いた。隣りあった仮称「フィクション・コーナー」つまり小説類の書架も開架であ 

った。フィクション・コーナーは仮称のままで現在の開架図書室へ移行して、解消した。 



この図書館の特色は、久米館長のアイデアで、谷田閲次教授デザインのゆった燈したソファー、椅子、テーブルなどを揃えて、 

談話をしてもよい広い部屋を設け(当時はロビーと称し、現在のラウンジに引き継がれ、学生になかなか人気がある)、少し遅れて 

学生複写室を設け、トーコープ、リコピーを学生に利用させたこと、資料室に Chemical Abstracts, Biological Abstracts,のちには 

Dissertation Abstracts のほか、他大学の紀要、官庁出版物などを集めたことである。教官閲覧室はこの室が兼ねることになってい 

た。 

完成した新図書館には、昭和三十四年夏に移転し、新制大学十周年を兼ねて九月十九日に開館式と展示が行なわれた。これに伴 

って利用規程が改正され、第一条に「調査・研究・学習・レクリエーション等に資する」とあったのが、「調査・研究・学習等」と 

改められた。秋から発足した学生複写室は、トーコープが四十三年にゼロックスに引き継がれ、リコピーは繁盛し続け、室も機械 

も変転して現在に至っている。 

昭和三十五年二月に故倉橋惣三教授の幼児教育における功績を記念して、「倉橋文庫」が設置された。幼児教育および関係領域の 

文献から津守真教授が主になって選定し、八二二冊から出発して、現在約千冊である。附属幼稚園の厚意により『幼児の教育』を 

殆んど揃えているのと、岩波少年文庫や昔の文部省唱歌などがあるので、学内はもちろん、学外からも利用者があるが、『幼児の教 

育』などは良好な保存状態とはいえない。なお、この年閲覧係が置かれた。翌三十六年には教育学科の坂本越郎教授の助言により 

視聴覚室を開室した。 

昭和三十七年、大学院家政学研究科の設置認可申請のため、蔵書や所蔵雑誌のリストを作成するのに協力するようになった。蔵 

書目録がないので、その後の理学研究科、人文科学研究科の設置についても同様にリスト作成に協力した。また、三十七年から人 

文・社会科学系列の高価なセットの購入費が文部省より配当され、四十三年には人文・社会科学系列の図書の購入計画の照会があ 

り、四十四年度から特別図書費を受けるようになった。これで購入したものに次のようなものがある(雑誌はいずれもバックナンバ 

ーである)。 

『四部叢刊』(初編)、『明星』(復刻版)、『哲学及現象学研究』、『ハーバード教育評論』、Kant Studien, English Studies,『大日本 

古記録』、『温故学会校本群書類従』、Bibliothèque de la Pleiade,『哲学研究』一―五一二、『叢書集成簡編』、New English Quarterly,  

British Parliamentary Papers, Dictionnarie d'archéologie chrétienne et deliturgie,『日本古典文学館』(復刻版)、『教育審議会関 

係議事録』(復刻版)、『石刻史料叢書』甲乙編、Deutsche Literatur in Entwicklungsreihen,『東方雑誌』、『四部備要』集部、『大 

日本教科書大系近代編』、St. Thomas Aquinas : Summa Theologiae, Works of D. Defoe,『教育時論』一―一〇〇〇(マイクロフィ 

ルム)、『教育時論』一○○一―一七六二、Denkmäler der Tonkunst in Österreich, vol.1 -26, Lexicon der christlichen Ikonographie,  

Bd.Ⅰ-ⅩＬ,『正倉院文書』、『東南院文書』、The New York Edition of Henry James, Deutsche National-Literatur : Historische  

kritische Ausgabe (Reprint), Sacred Books of the East, vol.Ⅰ-Ｌ, C. Brockelmann : Geschichte der arabischen Literatur,『近世 

文学資料類従』第二期、『筆記小説大観』第三―一○輯、Voltaire : Œuvres complètes, 1877-1885, 52 vols(Microcards),『史料纂集』、 

『日本随筆大成』第一―二期、『中国歴代名人年譜彙編』(年譜叢書)。 

また昭和三十九年に退官した関野豊三教授が岩波新書を八百冊近く図書館に寄贈し、続刊は図書館が購入することとした。その 

後指定図書の購入は、場所も書架も人員も不足してきたので、新しく広い図書館ができるまで四十二年度から一時見送ることにな 

った。 

昭和四十三年には図書館視察委員の実地視察があり、その結果、改善すべき事項について、翌年に大学学術局長から次のような 

通知があった。 

一 図書館行政は、機構的には一元化されているが、機能的には必ずしも一元的ではないきらいがある。したがって全学的に 

付属図書館が図書館資料の利用面で積極的にその体制を整備することが望ましい。たとえば、附属図書館と学科および研究 

室に分散配置されている図書館資料について全学的かつ効率的にその利用面について連絡調整を強化すべきである。 

二 図書専門職員の研修が不十分であるので、あらゆる機会を利用し学外・学内での研修に努められたい。 

三 全学の図書館資料の発注・受入・整理が一元的に行なわれていることは良好と認められる。また、人員不足にもかかわら 

ず総合目録が完備し、利用者の立場を考慮して目録カードが作成配列されている。しかし将来のカード目録の増大に備え、 

冊子目録の作成を検討する必要がある。 

四 整理作業は能率的に行なわれているが、その作業については、研究室に分散配置する図書館資料と一般学生を対象とした 



図書館資料とは並行して行なうことが望ましい。 

五 昭和三十七年から旧分類から新分類に切り替えられているが、旧分類のうち少なくとも 近十年以降のものは優先的に新 

分類に切り替えられたい。 

六 学習図書館としての色彩が強いことにかんがみ、オリエンテーションを十分に行ない参考業務を強化することが急務であ 

るとともに、研究図書館としても整備充実し、学術情報業務を積極的に実施されたい。 

七 現在の施設は、よく維持管理されているが狭隘である。拡張計画を検討中のようであるが、現在のものと拡張部分と一体

的な計画を立て、近代的機能をもった効率的な図書館となるよう配慮されたい。その際貴重書庫、保存書庫および現在行な 

っている主題別コーナーシステムをさらに拡充されるよう配慮されたい。 

八 蔵書構成の面において洋書の割合が国立大学の平均に比して十六万冊中四万冊で低いと考えられるのでその充実に努めら 

れたい。 

 



視察当日の委員の助言も以上の通知と大体同様であったが、製本はよくやっている、参考業務の強化とレファレンス・ライブラ 

リアンの確保が必要である、少ない人数でよく能率を上げているが限度であるから増員を図る必要がある、紀要の整備がこれだけ 

できている所はない、総合コース・コーナーやフィクション・コーナーなど主題別コーナーは学習図書館として好ましい、辞書の 

背中に「ポーランド」などと出しているのは親切である、参考業務の統計がない、といった発言もあった。 

昭和四十三年より備えつけたゼロックスは、四十四年に「文献複写規程」を定めて、公用以外の教職員・学生の私費の利用にも 

応ずることになった。この頃、故坂本越郎教授の遺族から奨学寄付金三十万円と図書一四〇冊が寄贈され、二十万円を図書館に配 

分されたので、坂本教授の詩、その他の著書をできる限り集めたほか、詩の分野の図書を収集した。また、谷田館長の意見で「ア 

ート・コーナー」を設けた。 

ところで、かねてから予算要求していた増改築は、昭和四十六年度に実現されることになった。書庫増築計画の参考にするため、 

四十五年に各研究室に、図書館に返却したい図書・雑誌の量について問い合せを出したが、回答を集計しても大した量にならなか 

ったため、書庫の増築計画は見合せた。ひとつには、書庫を西側の広場の方にあまり延ばさないようにという施設計画委員会の意 

見があったからでもある。増改築工事は四十六年八月中に着工することになり、図書館の事務室・参考図書室・複写室・印刷室な 

どは一般教育一号館へ仮移転し、閲覧机・椅子・書架などを倉庫に預け、カード・ボックスは書庫のなかに入れ、さらに書架をな 

るべく入れて利用の多い全集類を並べ、雑誌類や書類は箱詰めにして、これも書庫に入れた。書庫には西側に仮扉を設けて、九月 

から出納を行なった。十月になって書庫も窓枠を取り替えて内外の塗装を行なうとの通知を受け、十一月に書庫のなかから新しい 

全集類を急遽仮参考室に移し、書庫の出納は翌年一月までにして、二、三月は休止のやむなき見通しとなった。書庫のなかの箱詰 

の雑誌類の順序は大混乱になったが、とにかく新たなよそおいで完成した新図書館は、昭和四十七年三月三十一日に竣工し、四月 

十二日に披露されたのち移転を完了して、二十四日に開館した。 

この白亜の新館は、鉄筋コンクリート二階建、増築延一、五八二平方メートル、改築一、四九六平方メートル、計三、〇七八平 

方メートルで、従来に比して面積は倍増である。書庫は内部改装のみの三階四層、温風暖房、閲覧者収容数二八〇人である。二階 

に開架図書室と参考図書室があり、書架で仕切られている。従来のフィクション・コーナーと指定図書室は開架図書室のなかに解 

消し、昭和四十九年には教職課程の別置も解消して、代りに雑誌コーナーを設けた。開架図書室の図書にはブック・カードを付け、 

続いて書庫の図書にもカードを付けた。全集・叢書の類で新・旧分類にまたがるものは、おいおい新分類に統一する方針である。 

一階のラウンジは前のロビーの考え方を引き継いで、大きい椅子やテーブルがあり、当日の新聞も置いてある。一階には事務室・ 

館長室・会議室・視聴覚室などがある。紀要類は、従来の資料室がなくなったので、置場に困っている。以前は事務室の一隅に間 

借りをしていたお茶の水女子大学資料室は小会議室に事務室を置き、資料の保管場所も確保し、五十年から女性文化資料館になっ 

た。 

図書館に置く本は、どういうものであるべきかが繰り返し議論されたが、参考図書、学部・学科をこえて利用される高価な図書、 

各学科の専門課程関係の図書、社会科学・工学・医学など本学に講座の少ない分野の基本的な図書、学部学生のための一般教育・ 

一般教養関係の図書、という点は大して変らず、また女性関係の文献の収集に注意するという考えもあったが、女性文化資料館が 

発足したので、この点は大部分同館が責任を持つこととなった。蔵書構成の問題が、いつになっても運営委員会の議論の対象にな 

り、反省の材料になるということは、無反省に流れるよりよいといえるが、個々の選定委員の方針はまちまちであり、まちまちで 

あるから何とかバランスがとれているという状況であった。 

図書選定委員会は、大学になって以来各学科一名の選定委員が集まって開いていたが、まず選定委員を集めることが難しくなり、 

また図書販売業者に見本を持参させることも困難になり、カタログを揃えても短時間に見ることも難しく、取次店が扱わない本も 

増えて、従来の方法は行きづまりとなったので、昭和四十八年に市古宙三館長が選定委員会を開いて協議した結果、次のとおりの 

方法を定めた。一、各学科の希望を選定委員がまとめて購入希望図書カードを図書館に提出する。二、図書館ではその図書がすで 

に図書館にあるかないか調べる。三、館長の 終決裁を経て購入する。四、参考資料として日本総合図書目録、図書新聞、図書館 

が継続購入中の全集・叢書のリストを各委員に配布する。五、予算の配分については館長が 終的に責任を持つ。この購入方法は 

早速その夏から採用された。なお、文部省の指定図書予算を四十八年に受けることになり、この指定図書も開架図書室の書架にあ 

る。『図書館月報』は、増加図書目録の方がよいということで、一六二号で休刊となり、増加図書目録の予算がとれるよう努力中で 

ある。蔵書構成と図番選定の問題は古くて新しい課題である。 



なお、竹内事務長は昭和五十年三月に退官し、六月に礒崎昭男が事務長に就任した。五十年度から参考係ができる見込みであっ 

たが、五十一年になって係員が一名増員され、五十二年に参考係が独立した。 

歴代の館長は次のとおりである。 

氏名   出身学科(専攻)  在任期間 

久米又三  生物(動物)   昭和二十四年九月―二十五年四月 

林 太郎  化学      〃 二十五年四月―二十六年七月 

久米又三  生物(動物)   〃 二十六年七月―三十三年十月 

井本農一  文学(国文)   〃 三十三年十一月―三十七年十月 

大槻虎男  生物      〃 三十七年十一月―三十九年十月 

鍋島能弘  文学(英文)   〃 三十九年十一月―四十年八月 

藤田健治  学長      〃 四十年九月―四十年十月 

谷田閲次  被服      〃 四十年十月―四十二年十月 

鍋島能弘  文学(英文)   〃 四十二年十月―四十三年八月 

谷田閲次  被服      〃 四十三年九月―四十五年八月 

阿阪三郎  物理      〃 四十五年九月―四十七年八月 

市古宙三  史学      〃 四十七年九月―五十一年二月 

太田次郎  生物      〃 五十一年二月―五十五年二月 

次に、役職員名、および年度別図書費、増加冊数、職員数を一覧としてあげておく。 

附属図書館事務長 茂手木元蔵、細井専(事務取扱)、竹内和子、辺見儀平(事務取扱)、礒崎昭男 

総務係長(庶務係長を含む) 山内純雄、大門龍夫、内野公夫、浦田要、添谷東吾 

司書係長 茂手木元蔵(兼職)、大熊敏治、片多(旧姓池田)喜子、今北静子、腰塚慶治 

閲覧係長 福本健弥、岩淵(乗松)恵 

 

第二節 臨海実験所 

 

沿革 

 

東京女子高等師範学校の理科系学生に対する生物学臨海実習の歴史は、少なくとも明治三十年代初頭にまでさかのぼる。その担 

当教官は当初は岩川友太郎教授、のち矢部吉禎、保井コノの両教授が加わり、定例の実施地は東京帝国大学三崎臨海実験所(明治三 

十年に現在地小網代油壺に移設)の施設借用によるものであった。この三崎臨海実習がのちそのままお茶の水女子大学に受け継がれ 

たが、大学となってから研究・教育が充実しはじめるとともに、本学独自の臨海施設の必要性が関係者間で話題にのぼるようにな 

った。この要望は昭和三十五年に久米又三学長と岡徹教授(生物)を中心に具体化の緒につき、全学的支持のもとに候補地の選定な 

らびに取得に努力が払われた。 初は三浦半島方面で荒崎海岸、あるいは野比海岸(いずれも旧軍関係用地、後者は現国立特殊教育 

研究所敷地)、次いで干葉県の館山海岸(旧海軍用地)が候補地にあがり、三十八年に至って岡教授と高石英作厚生課長が館山の現地 

(館山市大字香、国有地)調査に出張した。 

館山海岸での調査報告に基づいて翌昭和三十九年末、学内に臨海学習施設設立準備委員会を設置し、十二月十七日に初回の会議 

を開いた。その構成は会長に久米学長(年あけて藤田健治学長)、委員長に岡教授、副委員長に町田稲尾事務局長を委嘱し、委員は 

学生部長のほか、三学部から各一ないし二名、附属四校園から各一名の総勢十名、ほかに会計・厚生の両課長を幹事と定めた。当 

面の活動は、「臨海学習施設」の構想や計画に関する学内誌分野間の意見の交換・調整とならんで、対外的には土地の取得に向け、 

地元をはじめ館山市、千葉県、さらには建設・財務など、各関係当局への打診や折衝であったが、後者は岡委員長が率先これに当 

り、これに対して学内外の有志、とくに桜蔭会千葉県支部会員からの側面的援助が与えられた。この間全学有志による現地出張も 

たびかさねて行なわれている。当初の構想は、体育施設や水族館・植物園までも含む手広いものであったが、のち文部・大蔵両当 



局の意向がおいおいと伝えられるに及んで、理学部附属臨海実験所という一点に絞られる形勢となり、上記委員会の名称も昭和四 

十二年十一月以降は臨海実験所設立準備委員会と改称された。国立大学臨海・臨湖実験所長会議に対しては、岡教授が従前から陳 

情を重ねていたところ、四十三年度の同会議要望書中に、本学に附属臨海実験所新設の件が取り上げられるに至った。 

国有地所管換えの交渉や手続きは紆余曲折を経た末、ようやく昭和四十四年に入って完了し、同三月六日付で大蔵当局から許可 

の通知があったが、 終決定面積は、当初計画よりはだいぶ縮小して、八、五六一平方メートルとなった。建物施設の予算はかね 

てから本学概算要求書として提出していたところ、四十四年度文部予算に計上をみたが、当初内示の研究棟二階建一、五八〇平方 

メートルは、教育施設部当局との具体的折衝の過程で、再度にわたる半減を受け、結局平屋建三〇〇平方メートルというところに 

落ち着き、ほかに宿泊棟二階建三六〇平方メートルが本決まりとなった。この両棟は四十五年三月竣工、なおそれに先だって構内 

職員宿舎二棟の引き渡しもあった。人員については、国家公務員総定員法による拘束から、とりあえず学内の文部技官定員の振り 

替えによる教官(助手)一名、ほかに事務官一名で発足のやむなきに至った。こうして理学部附属臨海実験所は、同年四月一日付文 

部省令第六号により正式設置の運びとなった。 

臨海実験所設立準備委員会では、これに先だつ昭和四十四年四月に、理学部生物学科の関係教官をもって構成される作業グルー 

プを任命し、当面の具体的諸案件を検討させてきたが、その答申を取り入れて「臨海実験所運営委員会規程」の正式決定をみたの 

が四十五年五月であった。以後はこの運営委員会が在来の準備委員会の事務を引き継ぐ形となった。委員長(理学部長)、所長、所 

員のほかに、理学部三学科および他学部からの各選出委員、それに会計・施設の両課長を加えた構成で、初回委員会は同年六月に 

開かれている。なおこれに先だち、前年末には臨海学習施設の土地利用ならびに同じく将来計画の審議を任務とする全学的(附属校 

園代表者を含む)な館山施設計画委員会が、同じく理学部長を委員長として発足している。これは臨海実験所の諸施設が実際上、上 

記所管換え土地の東寄り半分に集結する結果となったため、西側の未開発地区を対象として設置されたもので、この地区を将来な 

んらかの全学的用途に当てることについては、臨海実験所設立準備委員会もこれを了承した。なお「臨海実験所規程」の制定は四 

十五年六月、「臨海実験所使用規程」のそれは翌四十六年五月である。 

さて、実験所開所式は昭和四十五年七月九日に現地において挙行された。本学側からは波多野完治学長、坂上治郎理学部長以下、 

各部局代表者・関係者が列席、ほかに桜蔭会関係、千葉大学関係、さらに地元は館山市、香地区ならびに地元漁業協同組合などの 

各関係者の来臨を得ての盛儀であった。岡教授はすでに前年度で停年退官していたので、初代所長には柳田為正教授(生物)が七月 

一日付で併任発令され、専属所員としては、とりあえず青山みどりが非常勤雇員として現地採用となったが、次いでその夫青山公 

夫が前記の文部事務官として発令されて、現地施設の管理に当ることになった。文部教官助手一名の人事は、前年来運営委員会を 

中心に選考を進めていたところ、翌四十六年に根本心一の任命をみた。なおほかに、理学部教官から団ジーン(生物)、米田満樹(同)、 

和田恒代(同)、渡辺洋子(同)の四名が併任所員を委嘱された。このうち米田助教授は四十九年に他大学へ転出し、団教授は五十年に 

柳田所長の後任として併任所長に任じられた。 

開所以来五年を経るあいだに、施設も逐次整備・充実をみて、利用の実績も着々と上がってきた。この間運営上の 大の問題は、 

海水導入用の送水管が早々にして波浪による破損を受けたことで、応急の措置により対処しているが、これが現在に至るまで現地 

職員の連日苦労の種となっている。いまひとつは、南面県道からの進入路造成のための土地収用難であって、やむなく隣接の私有 

地の無償借用に依存してきたところ、昭和四十九年度に至りようやく解決の運びとなり、幅員三メートルの舗装道路の完成をみた。 

 

研究活動 

 

開所以来、所員や本学教官・学生による利用はもとより、他大学・他機関所属の研究者が相次いで来所して研究に従事している。 

都内よりの交通が比較的便利であること、ウニ・ヒトデ類をはじめ研究材料の供給が潤沢であることに負うものと見られる。昭和 

四十八年、現地に本実験所利用者らの参集を求めて「研究交流の会」を開催し、各自の研究発表を行ない、その要旨を『研究報告 

集』第一集として印刷し刊行した。次いで第二回交流の会を五十年に開いている。この両回における研究者名と研究題目とを次に 

掲げて、この期間の研究利用状況の概観に資することにする。 

本学関係者によるものとしては、今井百里江子(食物化学研究所)ほか「海水菌類の調査」、阿武喜美子(化学)ほか「イカ肝コンド 

ロスルファターゼの基質特異性」、瀬野信子(化学)ほか「シロボヤ被囊のガラクタン硫酸」、団ジーン(所員)ほか「棘皮動物精子の凝 



集作用ならびに先体反応」、増田令子(生物)「ウニ卵巣の年変化」、米田満樹(所員)ほか「卵細胞表面の張力」、同「外力の下での卵 

細胞の形」、鷲谷節子(生物)ほか「ウニ卵無核片の表面張力の変化」、根本心一(所員)「ウニ卵の細胞分裂とアルギニン燐酸」、渡辺 

洋子(所員)ほか「カイメン体の再構築作用」、同「クロイソカイメンの発生」、柳田為正(所員)ほか「腔腸動物の刺胞発射機構」、和 

田恒代(所員)「イソギンチャク槍糸筋の収縮活動」、大川けい子(生物)「ムカデミノウミウシの食性」。 

他機関関係者によるものとしては、池田満理子(慶応大学)ほか「ウニ卵蛋白ＳＨ基の周期的変化」、石原勝敏(埼玉大学)「ウニ卵 

ゼリーの化学構造と機能」、同「ウニ精子より得られる凝集・先体反応抑制因子」、大島範子(東邦大学)「ウニ卵分裂と表面電荷の 

変化」、栗山了子(東京大学)「微小管の再構成」、柳沢富雄(東京都立大学)ほか「ウニ卵初期発生におけるムコ多糖類」、安増郁夫(早 

稲田大学)ほか「ウニ卵受精と３´―５´環状 AMP」、石田克美(同上)ほか「ウニ卵ポリアミンの役割」、加藤光次郎(実践女子短期 

大学)「ウニ卵表層顆粒中のヨウ素」、重井陸夫(東京大学)「本実験所周辺のウニ相調査」、杉浦靖夫(独協大学)「アンドンクラゲの 

生活史」、曾根田正巳(東京家政大学)「海産酵母」、中本信忠(都立大学)ほか「相模湾の基礎生産」、福井陽子(東京女子医科大学)「イ 

ソギンチャクとクマノミの共生」、同「イソギンチャク槍糸の神経染色」、渡辺浩(東京教育大学)「館山付近のホヤ類」、増沢武弘(都 

立大学)「多年生草本の生長解析」、今島実(国立科学博物館)「館山付近の多毛環虫類」、団まりな(大阪市立大学)「ヒトデ初期胚細 

胞の行動」、大西一博(都立大学)「本実験所付近の海藻類」。 

 

学生の教育と研究 

 

臨海実験所のいまひとつの重要な使命は、冒頭にも述べた臨海実習の場としてのそれであることはいうまでもない。本学理学部 

生物学科学生のための臨海実習は、昭和四十六年度以来場所を東京大学附属三崎臨海実験所から当所へ移し、次の四科目にわたっ 

て実施している。動物系統学臨海実習・二年次(五月中)、植物学臨海実習・二年次(五月中)、動物発生学臨海実習・三年次(一月中)、 

動物生理学臨海実習・四年次(五月中)。各一単位(四、五日間)で、いずれも現在は専門選択科目となっているが、施設収容力一杯ま 

での参加学生を受け入れている。 

なお生物学関係臨海実習として、他大学における授業計画に本施設を供用しているものが年間数件あり、その多くが例年の行事 

として定着する傾向にある。主要な利用者は、埼玉大学理学部、東京都立大学理学部、早稲田大学教育学部、国際基督教大学、北 

里大学の五校である。 

上記以外に、本学学部学生の卒業研究ならびに大学院学生の修士論文作成のための研究の場としての利用をあげねばならない。 

この面の利用は、これまでのところ主として生物学科団ジーン教授の担当する動物発生学分野のものに限られるが、学部・大学院 

を合せて、例年四名前後の該当学生がおり、それぞれ単一利用者としては 高の年間利用率を記録している。そのほかに、他分野 

の学生で研究材料の採集に随時本施設を利用する者もここに逸し得ない。なお各種研修グループの集合のための利用があり、この 

方は他学科、他学部の教官・学生にわたっている。 

後に特筆すべきは、本学卒業生を中心とする教職従事者で構成される「生物の会」による利用の実績である。これは昭和四十 

六年に始まり、例年八月中三日間にわたり行なわれて、毎回平均二十名の参加者を記録している。実験所内もしくは外部から講師 

を委嘱しての「臨海実集」をその内容とするもので、五十年にはその第五回を開催している。 

なお、当初の構想(昭和三十九年頃)の一環として、臨海実験所東寄りに隣接して館山野外教育施設が建設され、昭和五十三年に 

開所した。 

 

第三節 食物化学研究施設 

 

沿革 

 

新制お茶の水女子大学発足以来、大学としては附属研究機関として「生活科学研究所」の設置を文部省に要求してきたが、その 

実現を見ることができず、これに代る特別施設として食物化学研究施設を家政学部に設置することが昭和三十三年四月に認められ、 

事業費四十万円が計上されたのが、本研究施設の出発点であった。当時たまたま図書館が新営され、旧書庫が空いたので、この書 



庫を改造し、研究施設とすることとし、工事にかかった。そして同年七月一日に蠟山政道学長の招集によって、学生食堂談話室に 

おいて開所式が挙行され、正式に呱呱の声をあげた。これとともに「食物化学研究所規程」が定められ、本学家政学部に食物化学 

研究施設を附置し、食物化学研究所と称することとなった。この規程は昭和三十三年六月一日より施行されることとされた。この 

三十三年度は主として準備期間であり、翌三十四年度より、正式に本研究施設が発足することとなり、三十四年三月三十一日付文 

部省令第六号(国立学校設置法施行規則の一部を改正する省令)によって、食物化学研究施設を設置することが正式に定められ、家 

政学部講師一名が教授一名に振り替えられた。これにより、家政学部食物学科教授木原芳次郎が、食物化学研究施設教授となり、 

施設長を兼務することとなった。「食物化学研究所規程」によって研究所に研究部と事務部を置くことが定められているが、発足当 

時の陣容は次のようである。 

研究部 第一部門(食品成分部門)  教授 阿武喜美子(主任) 助教授 山西貞 

第二部門(食物微生物部門) 教授 大槻虎男(主任)  講師  塚本晃 

第三部門(調理・加工部門) 教授 木原芳次郎(主任) 教授  松元文子 講師 吉松藤子 

第四部門(栄養部門)    教授 稲垣長典(主任)  助教授 福場博保 

事務部 事務官 石塚竜之進(主任) 同 三輪誠 同 小川幸也 

施設長はその後、大槻虎男(生物)、稲垣長典(食物)、阿武喜美子(化学)を経て、現在は福場博保(食物化学研究施設)がその任に当 

っている。また研究部主任は、第一部門は阿武喜美子に次いで瀬野信子が、第二部門は大槻虎男に次いで塚本晃、今井百里江子が、 

第三部門は木原芳次郎に次いで松元文子、福場博保が、第四部門は稲垣長典に次いで五十嵐脩が、その職務を果した。事務部は、 

石塚竜之進ののち、青木鷹司、森芳松、丸茂照明、広重利之輔、古谷喬次郎、永井烈が、歴代事務部主任を務めてきた。 

昭和三十四年に講師振り替えにより当施設に教授一名の専任者を得たのみで、その後毎年増員要求を行なってきたが、不幸にし 

て、その後数年は定員増を得ることができなかった。しかし四十二年度に第二部門の増設が認められ、教授一名、助教授一名、助 

手一名および事務官一名の定員増となった。なお事務官の一名については、当時の定員削減との関係で、家政学部事務職員の総数 

は同一となり、いわゆる「さしちがえ」による増員であった。五十年度現在の所員は以下のとおりである。 

研究部 第一部門 教授  瀬野信子(主任)   教授 山西貞  助教授 中谷陽一 助手 秋山文子 

第二部門 助教授 今井百里江子(主任) 教授 塚本晃  助教授 清水碩 

第三部門 教授  福場博保(主任)   教授 吉松藤子 

第四部門 助教授 五十嵐脩(主任)   教授 稲垣長典 助教授 荒川信彦 助手 本間清一 

事務部 会計課長 永井烈 

なお、昭和五十五年度からは、学内共同教育施設となり、生活環境研究センターと改称した。以後、大橋昌子、富永典子が専任 

教官として着任している。 

 

施設 

 

旧図書館書庫にあった発足当時の本研究施設は、旧図書館事務室と書庫の連絡通路を出入口として利用してきたが、階段が狭く、 

大型物品を運び上げることが不可能だったので、一階を共通機器室とし、二階に第一・二部門が、三階に第三・四部門が入った。 

その後、昭和三十八年に屋上に動物実験室が附設された。また出入の便および非常の際の避難用として、屋上まで鉄製の階段が出 

入口と反対側に設けられ、便利になった。また昭和四十五年秋には、一般教育一号館の完成により、講義室として使用されていた 

旧図書館閲覧室などが空室となり、これらを利用できるようになり、面積的には大いに拡大された。 

昭和四十七年度に家政学部本館の改修工事が進められ、これに伴って、食物化学研究施設は家政学部本館三階に移転することと 

なり、三階西翼部五九三平方メートルを確保することができた。また四十九年度に改修第二期工事として、屋上に動物実験室が増 

設された。 

 

研究用機器 

 



研究施設としては、当初より研究用機器の充実に努力を重ねてきている。本研究施設ができる以前に、家政学部および理学部の 

なかの食物研究に関係のある教官が、文部省科学研究費の機関研究に申請し、これによって凍結真空乾燥機、ファリノグラフ、エ 

キステンソグラフ、ユニバーサルレオメーター、冷却遠心機などの機器を購入することができたが、本研究施設の発足とともに、 

これらの機器は一階共通機器室にまとめられ、所員によって活用されてきた。また臨時設備費によって超音波発生機、ミクロ直示 

天秤などが購入できた。その後、三島海雲研究補助金によってガスクロマトグラフが設置され、特別設備費によって分光光電光度 

計、ガスクロマトグラフ、プレハブ低温室、アミノ酸アナライザー、原子吸光分光光度計、クロマトスキャナーなどが購入され、 

その他科学研究費によるレオロメーター、液体窒素凍結用クライオスペースの購入と相俟って、研究成果をあげるうえで活用され 

ている。 

 

研究活動 

 

毎年三月に施設内の研究発表会を開催し、活発に討論を行ない、たがいに研究成果を一段と充実させるよう努力を重ねている。 

各研究部門の研究内容について記すと、次のようである。なお併任教官については、それぞれ、家政学部食物学科、理学部化学科 

および生物学科の項を参照されたい。 

第一部門(食品成分部門)は、設立当初より阿武喜美子教授(化学)が併任教授で主任となり、山西貞助教授(食物)、瀬野信子助手(化 

学)が併任所員となって、阿武と瀬野は「澱粉の加水分解と逆反応の研究」および「放射線による糖類の変化の研究」を、山西は「食 

品の風味成分の研究」をテーマとして研究を始めた。研究課題として「食品の複合多糖に関する研究」も加わり、「海藻多糖の研究」 

が行なわれるようになった。この課題については、昭和四十一年に第一報を発表した。四十二年、定員増に伴い第一部門では相坂(旧 

姓是松)浩子助手を採用し、また川合由美子助手(化学)が併任になった。相坂は山西とともに四十二年から一年間「古米飯の臭」に 

ついて研究した。四十三年に相坂助手から大塚(近藤)紀美子助手に交代し、この年、小林彰夫併任助教授(食物)の転出により中谷陽 

一助教授(同)に代った。大塚は阿武、瀬野とともに「食品のムコ多糖に関する研究」を本格的かつ活発に行ない、四十七年に退職 

するまでに『国際生化学雑誌』に数報発表した。またマボヤの筋鞘のムコ多糖を研究し、さらに被囊からキチン硫酸を単離証明し、 

その化学構造を決定した。水に不溶なキチンはセルロースに次いで自然界に も多量に生産される糖質であるが、その硫酸エステ 

ルは水溶性で、天然物からその存在を証明したのはこれがはじめてであり、生理的意義が注目される。四十七年、阿武が所長とな 

り、秋山文子助手が大塚に代り、大塚は研究生として協力することになった。北陸地方で食用しているヌタウナギ皮から新デルマ 

タンポリ硫酸を単離し、その構造を決定し、またコンドロスルファターゼの基質特異性を解明した業績は、これからのムコ多糖の 

構造研究に寄与することが期待される。四十九年より瀬野が主任となり、五十年度から助手が秋山から大橋昌子に交代した。 

第一部門の欧文研究報告には、次のようなものがある。 

Isolation and purification of fucoidin from brown seaweed Pelvetia wrightii. K. Anno, H. Terahata, Y. Hayashi and N. Seno,  

1966. Improved method for electrophoretic separation and rapid quantitation of isomeric chondroitinsulfates on cellulose  

acetate strips. N. Seno, K. Anno, K. Kondo, S. Nagase and S. Saito, 1970. Mucopolysaccharides from chicken skin of three age  

groups. K. Kondo, N. Seno and K. Anno, 1971. Isolation of heparansulfate from chicken skin. K. Kondo-Otsuka, N. Seno and K.  

Anno, 1972. Substrate specificity of chondrosulfatases from Proteus vulgaris for sulfated tetrasaccharides. N. Seno, F.  

Akiyama and K. Anno, 1974. A chitinsulfate-like polysaccharide from the test of the tunicate Halocynthia roretzi. K. Anno, K.  

Otsuka and N. Seno,1974. 

第二部門(食物微生物部門)の本研究施設創設期における研究項目としては、水解ならびに酸化酵素による食品の酵素化学的研究、 

好稠微生物の繁殖による動植物成分の変化に関する研究があげられる。前者に関しては、主として当時の教授大槻虎男および助教 

授塚本晃が担当し、後者は大槻および助手今井百里江子が担当した。コンニャクの防腐処理に関する研究、グルタミン酸脱水素酵 

素の研究、および食品に発生する好稠糸状菌 Catenularia に関する研究、高級脂肪酸を含むリポイド・蠟などに発生する微生物の 

研究が、それぞれの項目について行なわれた。昭和四十二年に至るまでは、この部門には一名の専任研究員もなく、上述の三所員 

はいずれも理学部よりの併任教官で構成されていた。 

四十二年にはじめて一名の専任所員が置かれ、助教授に今井百里江子(五十四年教授)が就任した。このような厳しい状況下で研 



究成果をあげるのは非常に困難であったが、四十三年に停年退官するまで大槻が引き続き第二部門の主任として研究の指導に当り、 

その後塚本がその任につき、さらに清水碩併任助教授(生物)の協力を得た。四十二年より第一部門との協同研究により、「かつお節 

の黴付工程に関与する糸状菌の研究」を行ない、また四十五年より、食品汚染糸状菌に関する一連の研究を行なってきた。とくに 

後者においては、天然発癌物質であり環境汚染源として恐れられている Aflatoxin, Ochratoxin などの Mycotoxin 生産菌によるわ 

が国食品の汚染の実態を明らかにするための努力がなされている。一方好稠糸状菌としてわが国ではじめて本研究室で見出された 

Aspergillus halophilicus f. A については、乾燥食品、ことに穀類貯蔵時の汚染源としての危惧が深まるなど、この方面の研究の進 

も急がれている。これらの研究に際して三十二年来、非常勤教務補佐員として本学理学部卒業生の協力を得るとともに、四十二 

年末家政学部食物学科の研究生・大学院生を迎えるなど、施設創設当初における目的のひとつ、女子研究者・指導者の養成のため 

のセンターとなることを意図する」点についても実績をあげつつある。 

第三部門(調理・加工部門)は、食物化学研究施設設立の当初から、木原芳次郎教授が専任教官として運営に当ってきた。木原は 

主として澱粉性食品の加工に関する研究を進め、数々の研究成果を報告した。また松元文子教授(食物)、吉松藤子助教授(同)が主と 

して調理に関する研究を進めてきたが、食物学科の項を参照されたい。木原の退官後、福場博保教授が専任教官となり、木原のあ 

とをうけて澱粉に関する研究を継続している。主に生澱粉の消化に関する研究を走査型電子顕微鏡を用いて追究し、澱粉粒の表面 

構造が消化性と関連の深いことを明らかにしている。また昭和四十年代後半に大きな社会問題となった食品のポリ塩化ビフェニー 

ル(ＰＣＢ)汚染の問題と関連して、体内に取り込まれたこのような有害物質の排泄促進効果を持つ食品および食品成分に関する研 

究を行ない、柑橘類に多いペクチンにこのような効果のあることを明らかにしている。日本人の食生活の分析を行ない、ことに高 

度不飽和脂肪酸摂取量が全摂取脂肪酸量の三〇―三五パーセントにも及ぶことを明らかにし、このような高度不飽和脂肪酸過摂取 

の際の弊害について動物実験を行ない、さらにこのような弊害を除去するための方法などについても研究を進め、高度不飽和脂肪 

酸一グラムの摂取に際し、α-トコフェロールを少なくとも○・八ミリグラム同時に摂取すれば、病的症状は見られないことを明確 

にし、各種食品中のトコフェロール(ビタミンＥ)含量を正確に定量する方法について検討を重ねている。 

第四部門(栄養部門)は、設立以来昭和四十二年まで併任教官により運営されてきたが、五十嵐脩が同年に専任助教授として着任 

以来、主として、ビタミン E に関する研究、粘質多糖に関する化学的研究の二分野で研究を続けている。ビタミンＥに関連した研 

究では、はじめに柑橘類のうち、温州みかんの果皮油が他の柑橘果皮油に比べて高い抗酸化力を持つ点に注目し、その抗酸化成分 

の検出を行ない、この抗酸化成分がトコフェロール(ビタミンＥ)で、そのうちα-トコフェロールとγ-トコフェロールが存在するこ 

とを明らかにした。その後油脂の自動酸化中におけるα-トコフェロールの分解機構を追究し、さらに 近、リノール酸メチルの自 

動酸化中にα-トコフェロールとリノール酸メチルが付加結合をすることを認めた。また、α-トコフェロールの二量体であるスピ 

ロダイマーのアルカリケン化中の挙動も明らかにした。次いで、α-トコフェロールと同様な構造を持ち、生理活性も同様な 

N-Methyl-γ-Tocopheramine を合成し、その体内での分解機構、酸化機構などについても研究を進めており、また、トコフェロー 

の代謝機構などについても研究中である。粘質多糖に関しては、穀類の多糖についても研究を続行しているが、新たに海藻、とく 

にワカメ、キリンサイなどの酸性多糖については多数のデータを得、一部は発表された。これらの多糖はネズミの血漿コレステロ 

ールの低下作用がある。このほか、各種澱粉の種類の違いがタンパク質中のリジンの利用率にどのような影響を及ぼしているか、 

などという問題も研究されている。 

 

第四節 その他の附属施設 

 

保健管理センター 

 

お茶の水女子大学発足当初の厚生施設として、別館一階に学生および教職員の健康管理を目的とした医局が設置されていたが、 

その後昭和三十一年に本間達雄を初代校医に迎えてお茶の水女子大学ヘルスセンターが設けられ、昭和三十一年十二月には木造モ 

ルタル平屋建(一一六平方メートル)の建物が竣工し、三十二年一月に開所式を行なった。「ヘルスセンター運営委員会規程」も定め 

られ、東京大学医学部附属病院分院からの内科医や公衆衛生関係の医師が担当医としてその任に当ってきた。 

その後昭和四十七年、文部省令の一部改正が行なわれ、新しい保健管理センターが四十七年五月一日から発足し、「保健管理セン 



ター規程」ならびに「運営委員会規程」が制定された。学生および教職員の健康管理・精神衛生などについての相談に応ずる目的 

で、「ティー・アワー」と呼ばれる教官と学生の談話の会を適時開催し、またカウンセリング、ＥPPS 性格検査などを年一回行な 

った。内科、婦人科および精神科の医師を迎え、家政学部本館内の一部に診療室を、「山の上」と呼ばれていた構内の見晴らしのよ 

い高台に健康診断と相談室を置いて運営していたが、五十一年三月には、現在の図書館と理学部のあいだに新しい建物(三二〇平方 

メートル)が建築され、一階に測定室と検査室、二階に診察室と相談室ができた。 

この間、所長または所長事務取扱には、太田次郎(生物)、水野悌一(児童)、大宮誠(音楽)、谷田閲次(被服)、矢部章彦(被服)が就任、 

奥野剛が着任した。 

 

女性文化資料館 

 

お茶の水女子大学女性文化資料館は、昭和五十年四月一日に、文部省令第八号によって設置された、学内共同利用施設である。 

この資料館はお茶の水女子大学資料室を前身としている。 

お茶の水女子大学資料室は藤田健治学長の提唱で昭和四十二年一月に設置された。室長は附属図書館長をもってこれに当て、事 

務補佐員一名を置いて、附属図書館内で業務を開始した。本学に関する資料収集に着手し、教職員の人名と任免年月日の調査、本 

学史編纂のための資料整備、本学教官の業績の調査収集を行なった。 

『お茶の水女子大学百年史』は、昭和四十二年一月に「百年史準備委員会規程」を制定して編纂の準備を始めたが、資料室はこ 

れに全面的に協力し、資料の提供を行ない、事務のいっさいを担当した。 

資料室の利用の面では、本学が国立の女子大学として古い伝統を有するために、学内・学外から女子教育に関する照会を主に、 

さまざまな問い合せを受けた。 

その後、お茶の水女子大学資料室を発展解消して女性文化資料館にしたいという声があがり、昭和五十年四月に実現した。五十 

年十月一日付で、館長は当分のあいだ附属図書館長が兼ねることとなり、専任助手一名が着任して、附属図書館内で資料館として 

の業務を開始した。女性文化資料館は、女性の文化的社会的活動、その特性、風俗、習慣および女子教育、とくにお茶の水女子大 

学に関する資料を収集・整理して、研究者の共同利用に供することをもって目的としている。収集した資料は、『女性文化資料館所 

蔵文献・資料目録』にまとめられている。また研究調査活動については『女性文化資料館報』でその成果の一部を発表している。 

お茶の水女子大学資料室から受け継いだ本学関係の資料については、創立以来の歴史的な文書資料および物品資料とともに、現在 

の学内刊行物も収集保存 



している。『お茶の水女子大学百年史』については、引き続き編集業務を担当した。 

この間、館長として市古宙三(史学)、太田次郎(生物)が、助手として近まゆみ、舘かおるが業務を担当した。 

 

電子計算機室 

 

本学には昭和四十二年度に中型電子計算機の購入が認められた。機種決定委員会をつくり、検討して、沖電気工業製の 

OKIMINITAC-7000 を設置することにした。機種構成は、中央演算装置・記憶容量一六 K 語(一語は二四ビット+符号)、ライン・ 

プリンター(毎分五〇〇行)、磁気テープハンドラー二台、電動タイプ(オン・ライン)一台、同(オフ・ライン)四台、紙テープリーダ 

ー一台、である。その後以下の機種が順次追加設置されている。ＩＢＭカード穿孔機、磁気テープハンドラー一台、電動タイプ(オ 

フ・ライン)一台、X-Y プロッター一台、マーク・カードリーダー一台。 

電子計算機室は、「電子計算機室規程」「電子計算機室運用委員会規程」および「電子計算機室使用内規」によって運営されてい 

る。運営委員長は理学部長である。制度上は理学部に置いているが、学内一般の教職員や大学院学生などの研究・教育上の目的に 

広く使われている。また、毎年十月の学期末休暇を利用し、初心者のために FORTRAN 講習および実習会を開催している。 

電子計算機室の職員は以下のとおりである。室長・石黒英一(物理)、副室長・橋爪夏樹(同)、室員・阿阪三郎(同)、室員・岩田義 

一(同)、室員・細矢治夫(化学)、室員・佐藤治史(物理)、技官・北川一隆。これらの人びとの任期は二年間であるが、細矢を除くと、 

開設以来不動である。細矢は途中から参加した。また北川だけが電子計算機室の専任である。電子計算機室は理学部本館二階に設 

置され、約五〇平方メートルの主機械室と約二五平方メートルのパンチ室に分かれている。設置場所の面積の狭さや専任職員の不 

足などのため、学生の教育のための実習などの希望に十分こたえられないが、広く学内および学外の助力を得て改善していくこと 

や、図書・論文の検索や学生の成績管理などの教務関係にも使えるようにすることがこれからの課題である。 

なお、昭和五十二年度に電子計算機更新予算が認められ、運営委員会は七月一日に日立製作所製造の HITAC M150 を選定した。 

新電子計算機は、東京大学大型計算機センターの共同利用計算機 HITAC H-8800/8700 の端末機としても使用される。また事務局 

の電子計算機をも収容する二階建五一〇平方メートルの電子計算機センターの建設が認められた。五十三年三月末にすべて完成、 

四月十日に「電子計算機室使用内規」を改正し、新電子計算機の運用を開始した。 

 

ラジオ・アイソトープ実験室 

 

ラジオ・アイソトープ(R・Ｉ)実験室設立案は、全学的要望のもとに昭和四十年から営繕要求として提出されはじめ、四十四年に 

予算が計上された。総額六七九万円で、同年着工、面積一○○平方メートルの建物が四十五年に完成した。予算決定後ただちに R・ 

Ｉ実験室準備委員会が発足し、「放射線障害防止規程」の検討を始めると同時に、「R・Ｉ実験室運営委員会規程案」「実験室規程案」 

を作成した。これらの規程は四十五年十月に施行されるに至った。これに基づき同年十一月に理学部長を委員長に、室長(化学・佐 

野博敏、のち物理・田中翠)以下三学部の代表六名が運営委員として選出された。 

昭和四十六年に「放射線障害防止規程」が承認され、取扱主任者(第二種)選任が行なわれた。同年、科学技術庁より「放射性同 

位元素等使用承認証」を受理し、改めて第一種主任者として物理学科所属の所哲司助手を選任し、ここに R・Ｉ実験室は名実とも 

に正式な運営が開始されるに至った。初年度三三二、○○○円であった運営費は、五十年度現在七六七、○○○円になり、他部門 

に比し大幅な増額を示しているが、このことは、R・Ｉ汚染に対する厳密な管理を要求する社会情勢の一端を示している。 

昭和四十五年と四十六年の調査記録、およびその後本学で行なわれた実験記録から、その内容を上の表に示す。核種の分布は多 

様で、実験は全学的に広がり、研究・教育上の期待がうかがわれる。現在実験室に設置されている主な装置は、薄層クロマトグラ 

フ、液体シンチレーションスペクトロメーター、ウェルタイプシンチレーションカウンター、G・M カウンター、ハンドフットク 

ロスモニター、ガスモニター、サーベイメーターなどである。 

 

極低温実験室 

 



低温は物質の諸性質、諸現象の研究を行なううえで欠くべからざる実験条件のひとつで、理学部では早くから窒素およびヘリウ 

ムガスの液化機の設置を望む声が聞かれた。また、急速凍結による食品の保存、揮発性物質の冷却トラップなど、液体窒素を利用 

する研究が家政学部においても行なわれてきた。これら低温を必要とする教官は、個々に少量ずつ高価な液体窒素を購入したり、 

個人的な関係を頼って設備のある大学や研究所などで液体ヘリウムを使用させてもらうなど、不自由な条件のもとで研究を続けて 

きた。しかし、使用者の数もしだいに増加して、本学においても全学的な規模で液化機の設置が強く望まれるようになった。昭和 

四十四年度に液化機設置のための準備委員会が発足し、四十五年度の概算要求に向け準備を行なった。しかし、四十五年度には予 

算の決定は見送られ、再度の要求で四十六年度に一、四〇〇万円の予算でヘリウム液化機の購入が認められた。これにより、米国 

CTＩ社製コリンズ型ヘリウム液化機一式・液酸化工機社製ヘリウムガス精製機一式を購入した。しかし、大幅な減額のため、当初 

予定した窒素液化機の購入ができず、ヘリウム液化機の運転に支障を来すばかりでなく、液体窒素の使用を希望する教官の要求が 

入れられないことになった。そこで当初の計画を縮小して、液体窒素貯蔵容器(コールドエバポレーター)を購入し、大量一括購入 

により液体窒素の単価の引き下げを図ることとした。幸い四十六年度にコールドエバポレーター購入のための特別設備費一三九万 

円が認められ、最低限の設備が整うこととなった。四十七年二月より寒剤供給の業務を開始し、現在.理・家政学部の教官および学 

生多数が利用して、年々寒剤の使用量も増加してきている。なお、四十七年二月九日に「極低温実験室運営委員会規程」ならびに 

「極低温実験室規程」が施行され、理学部に置いてはいるが全学の共同利用施設として正式に発足し、室長には伊藤厚子(物理)が 

就任している。 

 

語学練習室 

 

語学練習室は、一般に LL(Language Laboratory)教室として知られている。音声による語学教育を行なうための各糧機器装置を 

備えた練習室で、教授者は操作卓に設備されているテープレコーダー、ビデオテープなどの機器から教材を送り出す。学習者は三 

方をパネルで囲んであるブースに入って、教材を聞き、自分自身の音声を録音することができる。ビデオ教材の場合は、各ブース 

に備えられている小型テレビで画面を見ながら学び、ノートを取ったり、発音練習などを録音し、イヤフォーンで正しい発音と聞 

きくらべて学習する。このような語学練習室の利用によって、学習者は自己の誤りを他の者に聞かれるおそれもなく、自分自身の 

ペースで何回も繰り返し練習できる利点がある。さらに、多くの学習者が同時間内に教授者による個人的指導を直接に受けること 

もできる。 

教育機器による語学教育が、わが国に本格的に導入されたのは、昭和三十年代で、四十年代の半ば頃までには、大半の大学が各 

種の機器を備えた語学練習室を持つようになった。お茶の水女子大学においては、四十三年に別館第二教室に、ブースを持たない 

簡易ラボがはじめて設置された。この練習室は、英・独・仏の語学演習に利用されていたが、四十六年に別館がとり壊しになった 

のを機会に、一般教育棟のなかに最新の設備を備えたフルラボを設置することに決定した。木原研三(英文)を委員長とする語学練 

習室設置委員会(委員は、仏文・石川宏、教育・春日喬、独文・志田麓、中文・中山時子、英文・長谷川潔)が設けられ、LL の規模、 

機種の選択などを慎重に検討した結果、四十七年十月に六十のブースのすべてに小型テレビ受像機を備えたフルラボが、一般教育 

棟の二〇一号室に設置された。 

 

教育内容研究システム 

 

本学文教育学部は、幼稚園から高等学校に至るまでの諸附属学校を大学構内に持ち、いわゆる一貫教育についての研究とその実 

験的試行を行なうのに好適の体制を持っている。従来も教育学科を中心として、附属校園教育内容の充実のため、大学教官と附属 

校園教官との共同研究に力を注いできた。しかし現在の陣容および施設では限界のあることが痛感されたため、さらに前進を目指 

すための方途が探索されてきた。 

そのひとつの表われとして、四附属校園長からの共同提案が支持され、昭和四十八年度より「教育内容研究施設」の新設を文部 

省に要望することとなった。施設の構想としては、人間・言語・芸術・語学の四部門を逐年新設し、各部門に、教授・助教授・助 

手・事務官を配置して、附属校園のみならず、一般の教育内容について専門的研究を行ない、その発展に資するとともに、いわゆ 



る流動研究員制度を活用して、大学と附属校園との共同研究体制のいっそうの充実を図ろうとするものであった。しかし、この構 

想は高く評価されながらも、財政硬直化の余波を受けて施設の新設は認められず、代りに「授業観察システム」の特別設備費二、 

九〇〇万円が四十九年度に交付された。 

この設備は、各附属校園に実験教室を設け、ここに、スライド、OHP、モニターTV そのほかの教材提示設備を置くとともに、 

生徒の課題に対する反応を各個人および全体についてプログラム・アナライザーにより識別し得るようになっている。さらに授業 

進行の経過と各種情報はコントロール・センターの受像機に受信される。それ故、この 



設備を駆使することによって、教育方法の効率化を図り、生徒の反応の即時的フィードバックを得て、その効果を教授者がただち 

に知ることができ、また生徒の関心を妨げることなしに、センターにある多数の研究者により授業内容の進展が観察できる。一方、 

センターからは各教室に視覚的情報を送信し得るので、実験授業その他必要な場合にカリキュラムの変更や修正などを指示し得る。

したがってこのシステムは、教育内容の研究や実験的試行などに大きな力を発揮するものと考えられ、その意味で、本学では、こ 

れを「教育内容研究システム」と呼んでいる。 

 

志賀高原体育運動場 

 

日中戦争の勃発する昭和十二年には、東京女子高等師範学校に体育科が新設され、女子体育の重要性がようやく認識されるよう 

になった。体育科のみならず、一般生徒の体位向上と身体訓練に適する学外施設を要望する声が高まり、下村寿一校長を中心に積 

極的に用地の選定が行なわれた結果、長野県下高井郡平穏〔ひらお〕村(現山ノ内町)字東館七一四九に用地を獲得することができ 

た。 

この計画の中心となった体育科の佐々木等教授は、志賀高原に適地を探し当てた事情を、後年になって次のように語っている。 

 

〔下村校長から〕山小屋の候補地は君に任せるから決めなさいということで私は内心喜んだ。すでに学校からは少し遠いが 

  志賀高原ならよいだろうと思っていたからだった。 

私はその年〔昭和十三年〕の明けた二月中頃に、……志賀高原に足を向けた。これまで志賀の山々でスキーを楽しむ学生達 

  が身仕度をする渋温泉近くの沓野部落の元区長をしたことのある関昌三氏の父親宅あたりに見当をつけ、薬師の湯の主人をし 

  ている関昌三氏に連絡をすると、部落の人達十三名が私について土地探しをするということであった。ワラ靴、ワラ蓑、ワラ 

  ハバキという出で立ちで、賑やかにあてどもなく歩いた。志賀高原の天狗の湯から、発哺の湯あたりを見て、私はスキーをつ 

  けて一行より先に高天ヶ原へ行く道を渡り、谷間を抜けて火地獄という丸池観光ホテルに引湯しているところに立って下を見 

  下ろすと、雪の重みで熊笹が靡き平坦に見えたところが、山小屋の敷地として好適に思い、一行の近づくのを待った。 

此処が適地だと一行につげると、十三人の中の誰かが、この土地はわれわれのもの〔和合会共有地〕だから、あの水楢の株 

  から、此方の切株のところまで、約一万坪の土地を、東京女高師に、向こう三十年間無償で貸そうということで、素晴らしい 

朗報を持って帰ることの出来る喜びをどうすることも出来なかった(佐々木等『山の家の世界』昭和五十四年)。 

 

このように、用地の選定には佐々木教授の努力に負うところが大きかったが、それにしても“一万坪の土地を向う三十年間無償 

で貸そう”とは、おおらかな話である。この条件に沿って同年七月には、地上権者である財団法人和合会理事長児玉峯三郎と、土 

地使用者である東京女子高等師範学校長下村寿一とのあいだで、「土地無償貸借契約書」が取り交され、ここに「志賀高原体育運動 

場」が生れたのである。 

志賀高原では、昔からの部落共有林に基礎をおいて、地元平穏村沓野の人びとを中心に組織する財団法人和合会が山林の維持・ 

管理に当っていたが、昭和初年頃よりスキー場や保養地として着目され、旅館が数軒進出する状態であった。和合会は、東京の会 

社や学校の寮を誘致する方針を取っていたが、これまで小屋を持っていたのは志賀高原全体でも、日本大学と文芸春秋社ぐらいし 

かなかった(『和合会の歴史――志賀高原の歩み』上・下、昭和五十年)。このように、本校の計画と地元の意向が合致することに 

よって、格好の用地を得ることができたのである。なお、佐々木教授が世話をうけた薬師の湯旅館からは、その後も長いあいだ、 

土地建物の維持管理に種々の便益が与えられた。 

さて、用地の無償貸与が決ると、さっそく如蘭会(九三頁参照)が主体となって宿舎の建設に当り、完成後は本校に寄付された。 

総建坪八十五坪、収容定員五十名(夏期は七十名)の建物の総工費として一二、○○○円を要したという。昭和十三年十一月七日に 

は、竣工した宿舎の落成式が校長臨席のもとで挙行されたが、この式に参列した林太郎教授は、完成したばかりの宿舎の様子を次 

のように描写している。ここに掲げた写真とともに、今は取り壊された旧宿舎を偲ぶよすがとすることにしよう。 

 

われ等の山小屋は海抜千六百米、五千三百尺の南向き山腹の笹原と白樺のまじる雑木の林を切り開いた緩傾斜の静寂清浄の 



地に立てられ、その敷地は一万坪に及んでゐる。……〔この小屋は〕延建坪八十五坪に余る二階建の堂々たる建築で、高原に 

ふさはしく力強さを感じさせる中に女性的の明るさが漲ってゐる。杉皮で葺かれた屋根の下に瀟洒な薄茶色に塗られた板で張 

られてゐる。…… 

右角のポーチを入って左手の数段の階段を昇り右に更に数段昇ると東南の二面を一面に硝子窓とした明るい食堂に入る。南 

側の硝子窓を開いて眺める。東、南、西にわたる眺望はすばらしいものである。東から南にかけて志賀山からはじまる志賀高 

原の山々がくろぐろと重って続き、この山波が善光寺平に沈むあたりから西の空に槍ヶ岳の尖峯にはじまる日本アルプスの峻 

嶺が雪を戴いて連ってゐる。(中略) 

食堂にはがっしりした白木の机や腰掛が置かれ、中央に暖炉が置かれ、オルガンが一隅に据ゑられてある。壁にかけられた 

ランプも我々には物珍しい。食堂の北側は厨房となってゐる。 

さて食堂から初めに昇って来た階段を数段下って廊下にでるとすぐ右手北側に洗面所、その奥に浴室があり、左手南側には 

日本間が三間並んでゐる。日本間の中央には火燵〔こたつ〕の置けるように炉が切ってある。再び食堂へかへり西側にある数 

段の階段を昇ると日本間の丁度上にでる。こゝは寝室で中央の緩炉の両側に上下二段に合せて二十四のベットがつくられてあ 

る。南側の窓からは食堂と同じ大観が望まれ、西、及び北の窓からは裏の山々が望まれる(林太郎「わが山小屋」『如蘭』九号、 

昭和十三年)。 

 

宿舎の裏山の約一五〇メートル上方の林のなかに白い蒸気のたち昇る通称火地獄と呼ばれる源湯があり、昭和十四年十二月より 

ここから宿舎の浴室に引湯することが認められ、今に至るも浴槽には豊富な温泉があふれている。長野県衛生公害研究所の四十七 

年の分析によると、この温水は「温度 摂氏五一・三度(気温摂氏一九・六度)。性状 ほとんど無色澄明、硫化水素臭を有する。 

水素イオン濃度 ph 五・一(比色法による)」とある。 

体育運動場では、冬期は体育科の正規の授業のほかに、如蘭会主催の雪滑生活訓練会と称するスキー講習会も開かれ、また夏期 

には各種の研修や生活訓練の場所として、多くの生徒や教職員が訪れた。まだ電気の配線もなく薪ストーブと石油ランプを使用し 

ていた宿舎では、自炊生活をもって生活訓練の場としており、生徒たちは、竈の火つけから食事の準備、部屋や浴室の掃除、ラン 

プのホヤ掃除まですべて自分たちで行なった。 

当時は、長野電鉄湯田中駅からのバスは、夏季でも丸池までしかなく、そこから嶮しい山道を一時間ばかり登って宿舎に着いた。 

この間食料をつめこんだ重い荷物は馬車に積んで運んだという。冬期には、バスは湯田中から二十分ほどの上林でストップするの 

で、そこからは雪の状態にもよるが、宿舎までスキーをはいて四、五時間かけて登らねばならなかった。 

戦中から戦後にかけての困難な時期にも、この体育運動場は関係者の努力によって維持されてきた。昭和二十四年からは、学制 

の改革に伴って、お茶の水女子大学の志賀高原体育運動場となったが、この頃から志賀高原も変りつつあった。和合会がみずか 

ら志賀高原の開発にのりだし、三十五年には〔蓮〕沼‐発哺間のロープウェーが運動場の真上を走るなど観光地化が進み、これ 

まで牧歌的な運営に頼ってきた体育運動場も、新しい対応を迫られるようになった。 

第一は土地賃貸料の問題である。昭和十三年の「三十年無償」という契約にもかかわらず、ちょうど二十年目にあたる昭和三十 

三年からは和合会の要望によって、宿舎周辺の四〇〇坪余に対する地代を納入することとなり、比較的低額であることもあって、 

宿舎使用料のうちから支払うこととした。四十三年に契約書の期限が切れる時点になって、あらためて和合会と交渉の結果、建物 

の周辺一、三九五平方メートル(四二二坪)について規定の料金にしたがって、一年ごとに更新する方式で賃貸契約を結び、賃貸料 

も国庫より支出されることになり、今日に至っている。 

第二には、建物の新築である。すでに発哺地区の開発に伴って、電燈線の架設、電話の設置、ダイヤル直通化、浄化槽の新設な 

どの改良工事が進んでいたが、木造の宿舎も三十年の風雪を経て損傷もはげしくなったので、文部省の予算によってこれを改築す 

ることとなった。まず昭和四十二年に管理棟(鉄筋コンクリート二階建、延面積二一四平方メートル)の建築を始め、四十三年十二 

月に竣工した。次いで四十四年からは宿泊棟(鉄筋コンクリート二階建、延面積三四一平方メートル)の建設に移り、四十五年に予 

定どおり竣工した。〔蓮〕沼から発哺行きのロープウェーに乗ると、正面左手の山腹に白樺の木陰から姿を現わすライトグリーンの 

屋根の瀟酒なヒュッテが、新築の宿舎である。管理棟の一階の入口を入ると乾燥室、物置、二つの浴場などがあり、二階には広い 

食堂と炊事場、管理人室がならんでいる。食堂前の廊下を渡っていくと、宿泊棟の一階に接続し、ここには和室二室、二段ベッド 



八台を備えた洋室三室と洗面所、便所があり、階段を上ると二階にも二つの和室と四つの洋室があり、中央には児晴らしのよい談 

話室が設けられている。旧宿泊棟に比べれば収容定員も増え、暖房設備も完備した快適な宿舎である。 

さて第三は宿舎の管理である。設置以来の慣例で薬師の湯に管理を依頼し、混雑期には手伝人を派遣してもらっていた。しかし、 

利用者からは自炊より賄つきを望む声がしだいに高まり、また旅館人手不足も重なって困難な事情が生じてきた。このため年末年 

始には本学の職員が交代で出張し、臨時管理人として応援する時期もあったが、昭和四十六年に専任職員を管理人として置くこと 

ができた。これを機会に、薬師の湯の世話を仰がずに独立して運営することができるようになり、この問題も解決した。 

このような歴史をたどって、現在志賀高原体育運動場の宿舎は、新しい建物と設備のもとで、一般体育の正規の授業、附属学校 

の林間学校のほか、学科・サークルの合宿などで学生同士でまた教官を交えた懇親の場として、また卒業生や教職員家族の保養の 

場として広く利用されている。 

 

学寮 

 

東京女子師範学校の開校当初の校舎は木造二階建が一棟で、階下が教室、職員室、校長室に使われ、階上が寄宿舎になっていた。 

南側が自習室で、板の間に椅子、テーブル、ストーブを置き、北側は畳敷の部屋にベッドが置かれ、一室七名になっていた。その 

ほかに食堂、理髪室、浴室などの設備があり、浴室は十室もあって一人ずつ入浴していた。 

明治十年に予科の生徒を収容するために寄宿舎が増築されたが、一室に三十名ほど入り、寝室と自習室を兼ねた部屋であった。 

入浴もこの頃から一度に大勢が利用するようになった。寄宿舎二棟と食堂、台所が完成したのは十六年であり、この寄宿舎は、一 

部屋四名の定員で畳敷であった。また新たに台所ができたため、従来請負の食事であったものが家事実習もかねて朝夕各自で自炊 

することになった。十九年には自習室と寝室が別になり、自習室は本校舎の二階に移され、寝室には従来の寄宿舎全部を当て、畳 

敷の部屋にベッドを置き、洋服を着たまま寝ていたという。翌年から畳敷は費用がかさむということで板の間になった。その後二 

十三年には寄宿舎の増築が行なわれた。 

明治三十二年四月に新式の大きな寄宿舎が完成した。六棟からなるこの寄宿舎の第一・二・五棟は二階建で、一部屋十六人の大 

きな畳敷の部屋が上下それぞれ六室あり、第三棟は平屋で、小室が六部屋、六人の定員で、もっぱら寝室として使われていた。第 

四棟は理装室、月番室、茶話室、医局、薬局、病室に当てられ、第六棟は生徒監室、談話室、寝室になっていた。自習室は二十間 

に十間という広さで講堂を兼ねていた。 

明治四十二年に牛込区揚場町に寄宿分舎が設けられ、専修科生が入った。さらに、四十四年、従来の本校構内の寄宿舎を第一寄 

宿舎と改称し、揚場町の寄宿分舎を小石川区諏訪町二一番地に移転して第二寄宿舎とし、小石川区原町一二五番地に第三寄宿舎を 

新設した。第二・三寄宿舎は小規模であった。また、この年の春、本校が隣接していた東京高等師範学校の跡に移転して、寄宿舎 

は旧校舎の一部も利用することになった。第一寄宿舎の自習室は講堂を兼ねていたのを、講堂だけに使用することになり、寝室と 

自習室の区別がなくなったので、一室十六名定員を十二名に減らし、棟の名称も、一の側、二の側……と呼んでいたものを菊、梅、 

竹、蘭、花、月、雪という名称に改めた。当時の日課は、夏は朝五時、冬は五時半起床で、すぐ掃除、六時に朝食、八時から三時 

頃まで授業、夕食は五時、その後各自二時間黙学、十時消灯の鈴とともに床につく、といったものであった。 

明治四十四年に第二寄宿舎を揚場町に移し、第三寄宿舎分室と呼んだ。翌四十五年、第三寄宿舎が牛込区赤城元町に移転し、大 

正二年に第二寄宿舎が本郷森川町一番地に設けられた。大正六年九月十日に、第三寄宿舎分室以外の外舎を御茶の水の本舎に移し 

寄宿舎を再編成した。と同時に各部屋の定員数を改め、自習室にゆとりを持たせた。音楽教室の跡は、藤の寮として使用した。し 

かし、大正十二年の関東大震災のため校舎の一部が崩壊した後、周囲の火災の飛び火で校舎、寄宿舎はまたたく間に灰になってし 

まった。揚場町の第三寄宿舎分室は無事だったが、急場をしのぐため、雑司ヶ谷の盲学校、府立第五高等女学校に仮寄宿舎を設け 

た。御茶の水に仮校舎と仮寄宿舎が完成したのは翌十三年のことで、離散していた生徒も元の生活を始めることができた。これは 

バラック平屋建が五棟並んだもので、四棟は生徒室に当てられ、各棟には一間半の廊下をはさんで両側に四十畳の部屋が四室ずつ 

あり、各室の片側には板戸の押入れと棚が作られ、一部屋に十一人から十二人が入った。残りの一棟は生徒監室、応接室、食堂、 

炊事場、浴室に当てられた。 

昭和四年、大塚の新校地に収容能力三五〇名、総工費四十五万円をかけた新築の第一寄宿舎が完成し、校舎より一足先に移転し 



たので、生徒は大塚から御茶の水の仮校舎まで通学した。建物の内部は、板の間にテーブルや椅子の置いてある自習室の両側に、 

押入れつきの八畳間の寝室があるというつくりで、一室四人が寝起きし、自習室は両側の寝室から八人で利用した。寝室と寝室の 

あいだは大きな鏡のついた洗面所で、やはり両側の寝室から利用する仕組みであった。寄宿舎生活は生徒主事の監督のもとに、各 

寮から選出された役員による各寮単位の自治で、役員には文庫、整理、炊事、娯楽、運動、会計、購買、園芸部の各委員と各寮二 

人ずつの寮室総代がおり、月一回の総代会議、学期一回の寮総代会を開いていた。また、上級生は週番につき舎監の見習いをした 

といわれる。周囲の環境は閑静で、晴れた日には富士山が見えたという。 

第二次世界大戦末期になると、東京はじめ全国各地は空襲を受けた。第二寄宿舎は、現在附属中学の建っている場所に乏しい物 

資を工面して新築したが、新築から数年を経ただけで、昭和二十年四月十二日の夜の空襲で全焼してしまった。さらに同年五月二 

十五日夜の空襲は翌日未明におよび、二十六日早朝、第一寄宿舎が職員生徒の必死の防火にもかかわらず遂に焼失した。寄宿舎の 

生徒たちは勤労動員などのため漸次減少していたが、とりあえず附属高等女学校校舎(疎開して留守になっていた)に宿泊すること 

になった。その頃の生徒は、勤労動員で農村に泊り込みで出かけた者、大塚仲町にあった松平定光講師宅に宿泊した者、板橋の大 

山にあった造兵廠に勤労動員された者など、さまざまな場所に寝泊りしていた。そうした状態で、同年八月十五日を迎え、その後 

数か月間を過したが、久米又三教授のなみなみならぬ努力で、元陸軍造兵廠建物橘寮を転用して、寮生の収容がとりあえず実現す 

る運びとなった。これが現在の大山寮のはじまりである。翌二十一年には、大蔵省の普通財産である木造の橘寮の無償使用が東京 

財務局より許可になり、使用期間は二十一年七月より二十五年三月までとされた。建物は、宿舎二棟(八四五坪)、食堂炊事場浴室 

一棟(一三五坪)、物置一棟(二十六坪)、洗濯場一棟(十四坪)、渡廊下四棟(十七坪)、番舎一棟(十五坪)であった。ここに二八〇名程度 

収容されたが、臨時に護国寺山門脇にあった洋裁学校を借用し、生徒は板の間に筵を敷いた部屋の隅に布団を積んで、ともかくも 

住んだ。 

昭和二十四年、文京区高田老松町一七番地の吉祥院の土地にある建物を桜蔭会から九十万円で買収し、第二寄宿舎(老松寮)が使 

用できるようになった。この寮は木造瓦葺平屋建二棟一七五坪で収容人員は三十一名であった。その後二十五年に老松寮の土地を 

所有者の吉祥院から百万円で買収した。二十六年、幾多の努力が実って大山寮はようやく大蔵省からの所管換えが成立し、二、四 

二七坪の土地は個人の私有地であったが、本学寄宿舎用地として借り上げることになった。なおその間、何名かの生徒が学長公舎 

に宿泊する状態も四、五年間続いていた。さらに、三十一年には本学構内に第三寄宿舎(学内寮)A 棟が完成した。木造二階建四九五 

平方メートル、収容人員四十五名で、一室に四名の定員であった。工費は四八五万円(附帯施設工事除く)。A 棟に続いて同年 B 棟 

も完成し、工費は四七七万円であった。A・B 棟はともに上下四室で一ブロックを構成し、炊事場、洗面所、トイレ、階段が専用 

に設けられ、部屋は各室とも二段に区切られ、上段が畳敷の寝室に、下段が板の間の学習のコーナーに当てられた。当時は大変ユ 

ニークな建物として大学関係の見学者が多く訪れた。一方、老松寮が老朽化して居住に耐えられなくなったため、三十二年、寮生 

を大山寮、学内寮に移転させ閉寮とした。老松寮の閉寮後いろいろな案が検討された結果、大山寮民有地と老松寮国有地との同額 

交換が成立した。 

昭和四十一年、大山寮敷地内にかねてから検討されていた新寮のうち、まず第一期の A 棟が約六か月余の工事を経て完成した。 

建物は鉄筋コンクリート四階建、一部二階および地階、面積は延一、二五四平方メートル余で、収容人員は一四四名であった。一 

部屋四名の三十六室で、部屋はすべて南向きに大きな窓をとり、スチーム暖房を完備し、家具としてはスチール製ロッカー、机、 

回転椅子、作りつけの戸棚、本棚が設けられ、二段ベッドも備えられた。各階には自炊室、アイロン室、洗面所、洗濯場、トイレ、 

物干場が設備され、共同棟の一都としてレコード鑑賞室、図書室、床の間つきの和室二部屋がつくられた。A 棟が新築されてから 

しばらくは古い木造の旧棟と新寮を合せて使用していたが、四十三年に A 棟と同じタイプの B・C 棟と共用棟のメイン棟が第二期 

工事として完成した。収容人員は B 棟が九十六名、C 棟が九十二名で、総定員は A・B・C 棟で三三二名になった。延建築面積二、

八九〇平方メートル、総工費一億二千万円余で、国立大学女子寮としては当時最大の規模であった。 

こうして、新寮はすべて完成したわけであるが、折しも学園紛争の最中であったため、四十四年まで約一年間は B・C 棟への入 

寮は実現せず、四十四年十一月八日の寮祭の折に食堂ホールのみが開かれたのちふたたび閉され、一か月経った十二月六日に入寮 

が開始され、ようやく全寮に灯がつくこととなった。この時旧寮時代百円だった寄宿舎費が三百円になった。寮生は当初、近代的 

に洋式化された建物のなかでの共同生活に戸惑いもあり、二段ベッドから足を踏みはずしたり、水洗便所をつまらせたり、個室の 

鍵の管理に手をやいたりしたという。 



昭和三十六年度から五十年度までの大山寮における新入生の入寮状況は、グラフのとおりである。 

なお、昭和五十六年に学内寮は閉寮となり、新しく小石川寮が建設された。 

 

食堂 

 

第二次大戦終結直後の昭和二十一、二十二年の頃、大学の食堂は「山の上」と呼ばれる大学構内の高台にあった鉄筋コンクリー 

ト一階建の風呂場を利用し、レンガで組み立てた二つのかまどと木製の作業台一台だけの設備で始まった。給食対象者は音羽寮、 

西片寮の寮生と学内に住む教職員で、作業員四名も学内に住み込み、朝、昼、夕の三食を給食した。戦後の食糧難時代のため厳し 

い配給制度のなかでのやりくりは大変だったらしく、主食といっても米は極度に少なく、ぞうすい、すいとん、蒸しいも、煎り大 

豆、それに「ララ物資」を補給しての食事がすべてで、米飯など月に一、二回という状態だったため、設備・内容ともにとうてい 

食堂とはいい難いものだった。 

このような悪条件のなかで数年間給食してきたが、音羽寮、西片寮の廃止、学内寮の新設と相前後して、昭和三十一年、今まで 

使用していた食堂調理場を改装し、業者(学校福祉協会)委託による、広く一般学生、教職員を対象にした大学食堂が正式に発足し 

た。改装の披露は、学長はじめ評議会委員、学生委員、寮務委員、附属学校長、食堂運営委員、事務局職員、学生多数が列席する 

なかで行なわれた。名称は従来どおり「山の上食堂」と呼ばれ長い期間親しまれた。営業時間は、学内寮生の給食もあって午前八 

時から午後六時までだった。食堂業務の発足とともに教官、学生代表、事務職員から構成された「食堂運営委員会」が新しく設け 

られ、食堂の施設ならびに事業を円滑に管理運営するため、月一回の定例会が開かれた。 

こうして、大学食堂としての機能も徐々に発揮されてきたが、当初風呂場を改装しただけの不十分な食堂、調理場であったため、 

大量給食するためには広さの面でも衛生面でもしだいに支障をきたすようになった。そして三十九年に大幅な増改築が行なわれ、 

学生食堂ホール四十坪(一二〇席)、教職員食堂ホール三十坪(八十席)、調理場二十坪が完成し、設備も近代化された。食堂としての 

体裁も整い、メニューもバラエティーに富み、利用者数も一段と増えた。四十年、それまでの業者委託が廃止され、現在の生活協 

同組合に業務が移管され、売店も併設された。 

なお、昭和五十一年三月に食堂・喫茶室・売店が図書館と理学部本館とのあいだに新設された。 

 

第五章 附属学校・幼稚園 

 

第一節 附属高等女学校 

 

東京女学校および東京女子師範学校英学科・別科・予科の時代 

 

附属高等女学校の前身は、明治五年二月に開設された官立女学校にさかのぼる。この学校は、明治四年十二月二十三日に文部省 

により布達された「女学校入門之心得」に基づいて開設されたものである。「女学校入門之心得」には、男女にかかわらず職分を知 

ることの必要と、男子の学校とともに女子の学校の必要が述べられていた。この布達に基づき、女学校の模範とするため開かれた 

のが官立女学校であった。明治五年二月、大学南校構内旧亀岡藩邸内に官立女学校が開かれ、その後生徒が増加したため、東京第 

四大区第二小区竹平町に校舎を新築し、十一月に東京女学校と改称した。この女学校は、現在の千代田区竹橋の近く、竹平町にあ 

ったため「竹橋女学校」とも「竹平女学校」とも俗称された。 

学科は、国書・英学・手芸・雑工などで、修業年限は六年、生徒は八歳から十五歳までの女児であった。八歳から十五歳までの 

女児が生徒とされたことは、ここでの女学校が後年のような女子の中等教育機関という意味あいのものではなく、単に女子のため 

の学校であったことを意味している。その学科内容は相当高く、『文部省第一年報』(明治六年)の「東京女学校教科書」の条によれ 

ば、次のような教科書が使われていた。 

 

単語篇 皇国史略 西洋史略 支那史略 世界国尽 日本国尽 窮理図解 学問のすゝめ 性法略 養生法 習字初歩 啓 



  蒙知恵ノ環 輿地誌略 内国史略 西国立志篇 勧善訓蒙 地学事始 啓蒙手習ノ文 童蒙教草 

ウェルソンリードル ユニヲンリードル フレエスブック・クエッケンブス文法書 コル子ル小地理書 ウュルソンスペルリ 

ング スクウルレジステル ヘルテルスアリソメチイク 英和字彙 英和辞書 ヘボン氏辞書 ユニヲンプライマル 

 

明治七年からこの学校に学んだ鳩山(多賀)春子は、自伝のなかで「文部省直轄の唯一のものであり、又当時にはこれが日本中で 

唯一の女学校であったのです。それは大変に進歩主義の学校です」と述べ、またそこでの学習の喜びを次のように述べている。 

 

「毎日学校へ行くのが何よりも楽しく、今日はこれだけ覚えることが出来た、明日はこれこれをやらうと云ふ風にして愉快 

  な日を送り、その頃ではもう国〔故郷〕の事も余り考へなくなり、唯学校そのものが何より楽しみとなり、早くも半年余りも 

終ったのでありました」(『自叙伝』昭和四年、四五頁)。 

 

教官と生徒の数は、明治六年には教官七名(うち一名は米国人)、生徒三十八名、七年には教官七名、生徒七十八名であった。八 

年に教則を改め程度を高くして、中学校の教科と同等にし、「小学教科卒業ノ女子ヲ教養」するところとして、年齢十四歳以上十七 

歳以下の者を入学させ、修業年限を六年とした。ここに至ってはじめて東京女学校は、中等教育機関となったのである。九年には 

生徒数一五二名に達したが、その月謝は当時としては相当に高かったようである。鳩山は次のように述べている。 

 

「前者〔竹橋女学校〕の方は、当時の元老議官とか、其他高位高官又は、紳商などの令嬢等が多いものですから、如何にも 

悠暢に出来てゐます。それで月謝も高ければ、生徒の取扱ひも良いと云ふ風です。服装は一般に華美で、何処までも、姫様的 

に出来上がって居ると云ふ有様でした」(同前、五九頁)。 

 

しかし東京女学校は、明治十年二月に至り廃止された。これは西南戦争のため、財政緊縮を行なう必要に迫られたための措置で 

あった。廃止後の措置として東京女子師範学校内に英学科を置き、旧生徒のうちの希望者六十名を収容した、十一年一月に別科と 

改め規則を改正したが、この別科も同年大半の生徒の卒業とともにこれを廃止した。残った生徒は予科(二〇―二頁)に編入したが、 

これも十二年三月に廃止してその生徒を私立女子師範予備学校に編入した。その後十三年七月に予科は再開設され、十五年七月、 

附属高等女学校の設立まで継続した。 

 

東京女子師範学校附属高等女学校の時代 

 

明治十五年七月十日、文部卿福岡孝悌は、東京女子師範学校に「教則大旨」を布達した。それは次のようなものである。 

「其校予科ヲ廃シ、更ニ高等女学校ヲ設ケ、別紙ノ通リ大旨相定候条、右ニ準拠、教則取調可伺出、此旨相達候事。」 

その第一条「本校附属高等女学校ハ高等ノ普通学科ヲ授ケ、優良ナル婦女ヲ養成スル所トス」に基づいて、東京女子師範学校附 

属高等女学校が設けられた。修業年限は五年(下等科三年、上等科二年)、小学校六年課程終了以上の学力のある者が入るところと 

された。また修身・読書・作文・習字・算術・地理・本邦歴史・博物・物理・化学・家政・育児・図画・裁縫・礼節および音楽・ 

体操を授けるものとされ、のちの高等女学校の原型がここに成立した。裁縫・礼節・家政・育児などの従前の東京女学校にはなか 

った科目がとくに置かれ、修身に毎週三時間を当てるなど、「其学科ハ特ニ修身ヲ重クシ、各学科モ概ネ本邦固有ノモノヲ先ニ」す 

ることなどが強調された。また外国語は含まないなど、かつての東京女学校とはその性格を異にするものであった。 

『文部省第一〇年報』(明治十五年)には「教育ヲ施ス者多クハ其教旨ヲ誤リ、男子中学科ト同一ノ課程ヲ践マシメントスルモノ 

アルニ至ル。夫レ女子ノ最モ急ニスベキ所ノモノハ修身ノ道ナリ。座作進退ノ節ナリ。家事経済ノ要ナリ。子女養育ノ法ナリ。是 

等ノ事皆一ヲ欠クヲ得ズ」と、東京女学校の開明的な教育を否定し、男子の中学校とは異なる女子固有の教育を行なう学校として 

の附属高等女学校への期待が述べられていた。その期待は、総授業時数のうち算術・地理・博物・化学以外の学科目が九割を占め、 

家庭内の婦人として必要な心構えや芸能、実生活の知識や技芸に大きく傾いた教育内容によって満たされようとしたのであった。 

また、本来なら女子に中等教育を授ける学校は女子中学校、あるいはこれに類した名称にするのが自然であるが、ここにおいて中 



等教育機関でありながら、高等女学校という名称が用いられることとなった。 

 

東京高等女学校の時代 

 

森有礼文相の時期になると、それまでとは異なる女学校の教育方針が示された。明治十九年二月、附属高等女学校は「附属高等 

女学校ノ儀、自今文部大臣官房ノ所属トス」として廃され、上野公園内音楽取調掛構内に移り、「高等女学校」と称した。六月には、 

高等女学校という名称は漢然としているので、「東京高等女学校」と改称し、九月には神田区旧体操伝習所跡に移転、さらに二十年 

十月四日には官制の改革に伴い文部省の直轄学校となった。 

明治十九年九月、四年課程の学科課程が定められたが、それは英語・西洋楽器・西洋衣食住・西洋画などを含むきわめて欧化さ 

れた内容だった。しかし、これは暫定的な規則であり、同年十二月の文部省布達「東京高等女学校生徒教導方要項」の趣旨によっ 

て、二十一年九月、規則はさらに改められた。「教導方要項」は三項からなり、(一)教科の組み立てを、一般教養、一家の責任を果 

すに足る学科・芸能、主婦としての心得、という三段階とすること、(二)旧来の女子の職分・習慣の良いものをすすめ、悪いもの 

はしだいに改良すること、(三)体操により健康を保つことなど、森文相の意見の反映と見られるものであった。 

これに基づき明治二十一年三月に規則が改正され、教育目的が「東京高等女学校ハ優良ノ婦女タルニ須要ナル学科ヲ授クル所ト 

ス」から「優良ニシテ有用ナル婦女ヲ教育スル所トス」と変った。この目的に明らかなように、東京高等女学校は「有用な」人材 

を養成する場として位置づけられたのであった。この目的にそって教育内容も男子の中学とほとんど差のないものが定められた。 

たとえば附属高等女学校時代にはなかった英語・代数・幾何や外国の地理・歴史が取り入れられ、さらに希望する者には、仏語・ 

独語を授ける、修身にかわって登場した倫理の教科書に、尋常中学校で使われたものと同じ検定済の教科書『布氏道徳学』(一・二・ 

三年)と『尋常中学校教育倫理学教科書』(四・五年)を使用するなど、男女の差をなくす方向にあった。入学資格についても、十二 

歳以上で高等小学科二年以上の課程あるいはこれと同等の学力ある者を入れ、年限五年とするなど、尋常中学校と制度的に相応し 

た規定であった。さらに女子教育の模範としての使命を果すべく、教師たちによって「完全なる女子の教育法を発見せん」ことを 

目的とした女子教育の在り方を探る雑誌『国乃もとゐ』(明治二十二年四月―二十三年十二月)が発刊され、開明的女子教育論が展 

開された。 

しかし森文相の支持に負うところの大きかった東京高等女学校は、森文相の死後、その開明的女子教育に反対する保守派の人び 

との攻撃により、廃校の運命をたどることになる。東京高等女学校の廃校とその女子にとっての意味について、卒業生である三宅 

花圃(明治二十三年卒、『藪の鶯』の著者)は次のように述べている。 

 

「私どものクラスが東京高女の最後の卒業生で、翌年からは女高師の附属になり、折角文部大臣森有礼さんのお考えでおこ 

  しらへになった女に程度の高い学問をさせる学校が世の中から姿を消したことは残念な話でございます」(三宅花圃「お茶の水 

  時代」『明治文学全集』八一、昭和四十一年)。 

 

 

女子高等師範学校附属高等女学校の時代 

 

明治二十三年、東京高等女学校は、ふたたび女子高等師範学校附属になり、明治二十六年、改正規則が制定された。学科目の構 

成では、英語が大きく後退した。この規則は、従来のような「優良ニシテ有用ナル婦女」の教育といった目標をかかげず、「女子普 

通教育ノ方法ノ研究ニ資」するというように、附属学校としての性格をより強く示したもので、以後この女学校の在り方に深い影 

響を及ぼすものであった。東京高等女学校と女子高等師範学校附属で学んだ小山光衛(明治二十七年卒、附属高等女学校同窓会初代 

会長)は、その性格の変化を次のように表現している。 

「〔女子高等師範学校の附属になると〕急におそろしくやかましくなりました。……反動時代ですから手紙さえもみな「はべ 

る」式です。源氏物語みたいのものです。日々の手紙のやりとりもそうです」(『作楽』復刊一号、昭和三十年、二七頁)。 

明治二十八年一月、高等女学校規程が公布された。これは女子就学率の向上に備えて、従来自然の発達にまかされていた女子の 



高等普通教育の整備を図ろうとしたもので、学科目の但書に、「修身・国語・裁縫ハ之ヲ欠クコトヲ得ズ」とされた。三月の「高等 

女学校規程ニ関スル説明」では、「今ヤ高等小学校ヲ卒業シテ尚高等ノ教育ヲ受ケンコトヲ希望スル女子年々其数ヲマシ、高等女学 

校、需要益々多キヲ加ヘタレバ、今ニ於テ之レガ制度ヲ定ムル必要ヲ認メ、本規定ヲ発セリ」と述べられ、以後女子教育の方向が 

ますます家事家政向きに傾くこととなった。 

明治三十二年二月、高等女学校令が公布され、これにより三月に附属高等女学校は規則を改正し、修業年限が六年から五年に短 

縮された。また外国語については、同年二月の「高等女学校、学科及其程度ニ関スル規則」第一条に、「外国語ハ之ヲ欠キ又生徒ノ 

志望ニ依り之ヲ課セザルコトヲ得」とあるのにのっとり、本校では「外国語ヲ欠ク者ニハ其時間ニ於テ便宜裁縫・習字・図画ノ一 

科若クハ数科ヲ修メシムルコトアルベシ」とした。三十四年三月に出された高等女学校令施行規則に基づいて同年六月に改正され 

た規則は、前者と対比しても、上の表に見るように修身・家事・裁縫・音楽・体操に多くの時間がさかれていた。こうした教育内 

容によって「良妻賢母」の育成を目指したことは、次にあげる三十九年の卒業証書授与式での文部大臣と校長の言葉に如実に現わ 

れている。 

 

牧野文部大臣は「…高等女学校ヲ卒業シタル諸子ニ一言セン。諸子ハ本校ニ於テ女子ニ須要ナル高等普通教育ヲ受ケ、他日 

良妻賢母タルノ素地ヲ作レリ。望ムラクハ自今以後益々智徳ヲ修養シ、以テ本校教育ノ効果ヲ空シウセザラムコトヲ……」と 

祝辞を述べた。また、高嶺秀夫校長は「……附属高等女学校卒業生諸子、諸子ハ他日家庭ヲ作ルベキ人ナリ。而シテ其家庭ヤ 

平和・純潔ナラザルベカラズ。子女ヲ養成スベギ人ナリ。而シテ其子女ヤ忠良貞淑ナラザルベカラズ。諸子ニ望ム。敢テ多言 

ヲ要セズ。所謂良妻タレ、賢母タレ、婦人ノ儀範タルベキモノ、余之ヲ諸子ニ待ツ……」と告辞を述べた(『作楽会会報』六号、 

明治蕊三十九年、一一六頁)。 

 

明治三十年代の附属高等女学校の生活について、明治三十一年四月に十三歳で入学した平塚明(らいてう)は次のように述べてい 

る。 

「文部省直属のこの学校では、日本の家族制度維持を根本思想として、聡明で家政上手な妻、子女の教育者としての賢母を 

  つくるための、徹底した良妻賢母主義教育が、行なわれていました。明治三十二年に出された高等女学校令には、学問や知識、 

教養よりも、家庭生活に直接役立つもの、裁縫、家政、手芸、行儀作法、芸能を重視するという、その教育内容が、はっきり 

と掲げられています。 

お茶の水の場含も、なにごとにつけ、女はやさしく、つつましく、しとやかにということで、それはわたくしの母のしつけ 

も同じことでしたが、行儀作法のきびしさは格別でした。……学校の廊下ですれちがうときにも、きちんと正しく足を揃えて 

立ちどまり、作法で習った通りのお辞儀をしなければなりません」(『元始、女性は太陽であった』上、昭和四十六年、八二頁)。 

また、その出身階層については、「上、中流の家庭の子女がほとんどで、わたくしの組にも何人かの大名華族のほかに、明治新政 

府に勲功のあった新華族――いわゆる軍閥、官僚、政商というような人たちの娘が大勢……。学者や教育家として有名ではあるが、 

地味な家庭の娘も何人かはおり、……」(同前、七四頁)と述べている。時代のくだった大正十二年から昭和七年までの高等女学校 

の生徒保護者の職業を見ると、右頁の上の表に見られるようにその出身階層は公務員、自由業と商業が大半を占めている。社会構 

造の変化を反映して新中間層を中心とした職業構成となっているが、上・中流の家庭の子女が大半を占めていることには変りはな 

い。 

明治三十四年二月には、やや専門的知識を与える目的で、二十六年に設けられた二年課程の専修科(のちに補習科と改称)を廃し 

て、専攻科が設置された。専攻科は、修業年限三年で、五年の高等女学校卒業者、またはこれと同等以上の学力を有する者な入学 

させ、専門的知識を与えることを目的とした。大正十二年から昭和六年までの高等女学校卒業後の状況について見ると、右頁の下 

の表に示したように専攻科への入学者は全体の三九・四パーセント、他の女子大学などへの進学者も合せると、進学者は全体の六 

八・五パーセントを占めている。このことは、良妻賢母を方針とした高等女学校の卒業者の進路が必ずしも良妻賢母に限られず、 

その教育が一定の知的目覚めへの貢献をしていたことを示すものであろう。 

 

東京女子高等師範学校附属高等女学校の時代 



 

明治四十一年四月、奈良女子高等師範学校の設置に伴い、女子高等師範学校は東京女子高等師範学校と改称され、附属高等女学 

校は東京女子高等師範学校の附属となった。 

大正三年二月には新たに実科が設置された。実科の入学資格は、二年の高等小学校または尋常小学校六年の課程の卒業者、また 

はこれと同等以上の学力のある者で、修業年限は二年、定員百名であったが、昭和五年三月、第十五回卒業生を最後として廃止さ 

れた。これは、大正十三年以後しだいに入学志望者が減少し、定員に略達しなかったためである。専攻科は、前述したように明治 

三十四年に設置されたが、大正四年九月にその規則を改正し、学科課程の程度を高め、翌年四月から実施した。大正八年にこの改 

正規則による生徒が卒業した時、専攻科卒業者で相当の成績を得た者に対しては、中等教員家事科免許状授与の特典が与えられた。 

この時は家事科だけであったが、十年三月、従来の専攻科第一部と第二部を廃止し、新たに国語・英語・家事の三部を置くように 

なると、翌十一年七月、専攻科卒業者で相当の成績を得た者に対し、各部の当該学科の中等教員免許状を授与することとなった。 

大正十二年九月、関東大震災のため〔煉〕瓦づくりの校舎はくずれ落ち、木造校舎も全焼し、わずかに表門衛所一棟だけが残っ 

た。罹災後の応急処置として、附属高等女学校専攻科の仮教場を東京府女子師範学校内に、本科および実科の仮教場を女子学習院 

内に設けるなどして、授業を再開した。翌十三年三月に本郷区湯島三丁目の旧校舎跡に仮校舎が竣工し、ここに全部移ったが、昭 

和九年には現在の大塚の校舎新築工事に着手し、翌十年三月に移転した。 

昭和六年四月、本科の教科課程に新たに公民科が加えられたが、さらに十八年四月には同年三月制定の高等女学校規程に基づき、 

教科課程の大幅な変更が行なわれた。その教科課程は、教科と修練に分けられ、基本教科には国民科(修身・国語・歴史・地理)、 

理数科(数学・物象・生物)、家政科(家政・育児・保健・被服)、体練科(体操・武道・教練)、芸能科(音楽・書道・図画・工作)、増 

課教科には家政科(被服)、実業科(農業)、外国語科(英語)があり、修練は日常、定時または随時に行なわれるべきものとされた。こ 

の時公民科は修身に吸収統合された。 

昭和十八年十月になると「教育ニ関スル戦時非常措置方策」が発表され、十九年三月には「決戦非常措置要綱ニ基ク学徒動員実 

施要綱」が決定されて、中等学校以上の学生・生徒は年間を通じて勤労動員が実施される体制がつくられた。その際、女子の勤労 

動員には、できるだけ「学校設備ノ工場化」を考慮するよう指示されたのに基づき、附属高等女学校では四月十五日に全国に先が 

けて学校工場を開設した。その作業は、第一陸軍造兵廠の指示による弾丸の部品検査であった。さらに七月に入ると、学校工場の 

一部を解消し、勤労動員が行なわれるに至り、そのため授業は毎週木曜日に限られるという、事実上学校としての機能停止の状態 

に陥った。動員状況は、上表に見られるとおりである。 

昭和二十年になると東京空襲が激しくなり、四月十四日の東京大空襲では、東京女子高等師範学校の寄宿舎・桜蔭会館・作楽会 

館などが全焼し、さらに五月二十四日から二十六日と空襲が続くなど、作業続行も困難になったので、六月十八日には動員が解除 

された。また非常措置として集団疎開が行なわれることとなった。本科一・二年生(一〇九名)は秋田県由利郡大蔵寺へ(五月十八― 

十月二十六日)、本科三・四年生(八十九名)は新潟県西頸城郡西海村耕文寺へ(五月十日―十月十一日)、専攻科一・二・三年生(五十 

五名)は新潟県西頸城郡下早川村日光寺へ(六月二十七日―十月五日)、それぞれ集団疎開を行なった。疎開先での生活は次のような 

ものであった。耕文寺隊を例にとると、その一日は起床午前五時に始まり、拝礼六時から六時半、朝食七時、作業八時から十一時 

半、昼食十二時、そして午後一時から五時にふたたび作業、その後入浴、六時に夕食、七時から八時は自修の時間、九時就寝とい 

うものだった。疎開先での作業は、空路計算、農耕作業、軍服縫製作業、現地の人びとのための勤労奉仕などであった。こうした 

集団疎開でもっとも苦労したのは、食糧の確保であった。その思い出を当時の生徒は次のように述べている。 

 

「お寺でも食べる物が本当に大変でした。先生方も随分苦労なさった事と思います。……それが育ち盛り伸び盛りの子に「お 

茶わん軽く一杯」が一日分なんです。あとはジャガイモをゆがいて、つぶして、キウリを添えたりして食べました。 

それから、お寺の横の幼稚園を借りて、ミシンを据えて、流れ作業で兵隊の着る物を作るんです。そうすると、カロリーが 

少ないのに、ミシンを一日中踏むという重労働なものですから、皆栄養失調になって、何も吸収しなくなってしまうのです。 

それで又瘠せるんですが、そんなに苦労して作ったものを運ぶ汽車がないんです」(『お茶の水』七五号、昭和三十八年、七三 

頁)。 

 



このような状況のなかで、昭和二十年八月十五日を迎えたのであった。占領軍の上陸を迎えるにあたり、東京や横浜近辺の婦女 

子はできるだけ姿を隠したほうがよいという情報が伝えられたため、しばらく疎開生活を続けることになり、戦争のための作業に 

代って学習が行なわれた。こうした三か月から五か月の疎開生活ののち、耕文寺隊は十月十一日、日光寺隊は十月五日、大蔵寺隊 

は十月二十六日に帰京し、授業が再開された。 

昭和二十年十一月には、疎開者・転学者などが帰校し、授業はほぼ平常に戻ったが、十二月に、教科目のうち武道・教練を削除 

し、翌年一月には連合国軍総司令部の指令により、修身・地理・歴史の授業を停止した。また、十五年十二月の文部省訓令により 

組織された報国会も校友会に改組された。翌二十一年四月には新学年を迎えたが、六月頃食糧事情悪化のため、週四日に登校を制 

限しなければならないという事態に陥った。 

新制の附属高等学校は昭和二十三年四月に発足したが、これまでの附属高等女学校の伝統を生かして、女子生徒のみの学校とす 

ることとなったため、その移行措置はきわめて複雑であった。 

 

制服と校章 

 

創立当時においては通学服に特別な制限はなく、ただ生徒心得第三条に「服飾等ハ質素ヲ旨トシ、世間ノ風習ニ従ヒ、寄異浮華 

ニ流ルベカラズ」とのみ規定されていた。しかし、運動の奨励とともに通学服装の改良の必要を認め、明治三十一年四月には、一 

般に通学には袴を着用すべきことに規定された。袴の地質はセル、サージ、モスリンなどの毛織物で、色は海老茶・紫またはこれ 

に類するものであった。 

明治三十九年六月には、金具のついた帯(バンド)、すなわち濃紫色(古代紫)の錦糸博多織幅約六センチメートルに、白色の茶の実 

と水(御茶の水という学校の所在地を示すもの)の模様入りのものを袴の紐の上に使用し、附属高等女学校の象徴とした。金具、す 

なわち帯釣(バックル)の形は八稜鏡で、なかに蘭と菊が彫り刻まれ、菊に「女高師高女」の五字を刻んであった。八稜鏡は、昭憲 

皇太后下賜の御歌「みがかずば」にある鏡を示し、蘭と菊は「秀蘭芳菊君子を思う」という中国の古い言葉からとったもので、蘭 

のように清廉謙譲の徳を備え、菊のように貞淑ななかにも侵しがた 

 



い気品を身につけさせようとの願いが込められていた。そればかりではなく、生徒のしつけを良くするという意味も込められてい 

たことを当時の主事篠田利英は次のように回想している。 

 

「学校の帰りなど、通りをブラブラ歩いてワキ見をしたり、店先をのぞいたりする女生徒がままあったが、それが他校の生 

  徒か自校の生徒かよくわからない。そこで当校の生徒であるという目標をつくりたいと思ってくふうした。おかげでそれいら 

  い生徒のしつけはたいへんよくなり、この校章が、当校の代表として世の中にきこえるようになった」(『創立五十年』前出、 

  一八二頁)。 

 

大正五年になると、通学には靴を用いることが規定され、服装は一・二・三年生が筒袖または洋服とし、その他はこれに準ずる 

ことが規定された。洋服着用者は大正十二年の大震災を期として著しく増加したが、まだ一般家庭には女子の洋服に関する知識が 

普及していなかったため、奇異な服装で登校する者があるなど、その型は多種多様であった。そのため昭和五年三月、通学用の標 

準服五種を制定した。二年後には標準服二種(セーラーまたはブラウスとジャンパー・スカート)を選び、これに改良を加えて制服 

とし、七年四月から実施した。この時制定されたセーラー型とジャンパー型は、昭和十年頃には全国的に流行し、約半数ずつ校服 

として使用されていた。 

しかし日中戦争から太平洋戦争へ突入する昭和十六年の四月、附属高等女学校の標準服を基準に全国の女子学生の制服が決めら 

れ、形態・材料ともに文部省の指示によることになった。上衣の衿は「へちま型」で白の衿カバーをかけ、スカートは多くのひだ 

をやめフレヤー・スカートとして布を節約することとなった。またお茶の水の校章バンドも布地を節約するため半分の幅にせばめ 

られた。さらに十八年九月には、金属回収の声に応じて学校の徽章を全生徒から海軍省に献納し、「心にバンドを締めて祖国の為に」 

の合言葉のもとに、バンドの一部を肩章としてつけることとなった。しかし戦争終結後の二十一年九月になって、保護者の援助で 

徽章金具が入手できることになり、十月、バンドと徽章金具が支給された。一生徒は、この時の喜びを「もう見ることもできない 

と思った帯と金具をいただいたときの嬉しさ、本当に嬉しくて嬉しくて、思わず歓声をあげた程でございました」(『お茶の水』五 

九号、昭和二十二年)と述べている。 

最後に歴代主事(校長)の氏名、名称、在任期間と卒業者数をあげておく。 

氏名   名称      在任期間 

岡 五郎 附属学校主任    明治二十三年四月―二十四年九月 

篠田利英 附属学校主事    明治二十四年九月―二十六年四月 

〃   附属高等女学校主事  〃二十六年四月―大正二年六月 

槙山栄次  〃     〃  大正二年六月―六年二月 

小林照朗  〃     〃   〃六年二月―九年三月 

藤井利誉  〃     〃   〃十一年一月―十三年三月 

倉橋惣三  〃     〃   〃十三年三月―昭和二年三月 

北沢種一 同校主事事務取扱   昭和二年九月―三年三月 

斎藤文蔵 附属高等女学校主事  〃三年三月―五年十一月 

北沢種一  〃     〃   〃五年十一月―六年十二月 

中沢伊与吉 〃     〃   〃六年十二月―二十三年三月 

 

第二節 附属高等学校 

 

東京女子高等師範学校附属高等学校の時代 

 

昭和二十二年に学制改革が行なわれ、まず新制附属中学校三年制の設置が決定された。この新制附属中学校は新たに男女共学の 

学校として、一年生に男子二十四名と女子七十六名を入学させ、新制中学二・三年生は附属高等女学校の二・三年生を編入して、 



二十二年四月に発足した。これに伴い、翌二十三年四月から発足する附属高等学校の性格についても論議が行なわれ、数回の会議 

が重ねられた結果、女子のみの高等学校として発足することに決定された。このように附属高等学校が、第二次大戦後の教育民主 

化の基本原則のひとつであった男女共学制を採用せず、現在国立の附属高等学校ではただひとつの女子のみの高等学校として存続 

している理由は、あまり明らかではないが、東京女子高等師範学校がお茶の水女子大学という女子のみの大学へ転換したことに関 

連があるようである。それはひとつには「旧女高師が長く女子教育の源として子女の教育に当ってきた歴史的使命の故」であり、 

「その附属として長い間女子教育の上に足跡を残して来た」という、いわば「伝統」に根ざしたものとされてきた(木村都「進学を 

通して見た当附属高校」『お茶の水女子大学附属高等学校紀要』八号、昭和三十七年、以下単に『紀要』とする)。また二つには、 

高等学校を共学にすることに対しては当時社会的な不安が強く、とくに「伝統」を誇る東京女子高等師範学校附属高等女学校につ 

いてそれが強かったと考えられること、それに加えて、男女共学への改革に対する連合国軍総司令部の指導が中央より地方で厳し 

かったことなどから、いわばその間隙をぬって女子のみの高等学校として存続し得たとされている(加藤章「女子高校における生徒 

指導の問題(一)――女子教育のあり方をめぐって」『紀要』一四号、昭和四十三年)。 

女子のみの新制高等学校として発足するに際しては、次のように高等女学校から高等学校への移行措置をとることにした。すな 

わち前述のように新制中学校第二・三学年には附属高等女学校の二・三年生を編入させたが、附属高等女学校四・五年生は新制高 

等学校の第二・三学年に編入させ、附属中学校の新卒業生を第一学年に選考のうえ入学させたのである。そして卒業期を迎えた附 

属高等女学校五年生のうち希望者は新制高等学校第三学年に編入し、希望しない者は附属高等女学校卒業生として送り出した。こ 

の時、新制高等学校第三学年となった編入生徒の数が少ないため、外部から若干名の生徒募集を行ない、選考のうえ入学させた。 

こうして昭和二十三年四月から附属高等学校が発足したのであるが、三学年のうち第二学年と第三学年は二学級であったが、第一 

学年はこの時から三学級とすることになった。すなわち従来の蘭組と菊組の二学級から、蘭・菊・梅の三学級となったのである。 

この時から附属高等学校は三学年九学級、生徒数四五〇人という編成をとることとなった。二十四年三月には第一回の卒業生を出 

したが、生徒の自治的諸活動を目的とする生徒会が生れたのもこの年の四月であった。また附属高等女学校に附設されていた専攻 

科三年生は、この専攻科が二十二年度限りで募集を中止し、二十五年三月に廃止されたため、二十三年三月卒業の生徒にはその進 

路にいろいろな変化が見られた。すなわち高等女学校を卒業して旧制の専門学校に進学する者、また高等女学校第四学年を修了し 

て新制の高等学校に進学する者などがいたのである。 

 

お茶の水女子大学文教育学部附属高等学校の時代 

 

昭和二十四年五月、国立学校設置法が公布され、新たにお茶の水女子大学が国立新制大学のひとつとして東京女子高等師範学校

を包括して設置され、これにより附属高等学校の名称もお茶の水女子大学東京女子高等師範学校附属高等学校と変った。 

昭和二十七年三月、国立学校設置法の一部改正が行なわれ、東京女子高等師範学校が廃止された。これに伴い、附属高等学校は、 

附属中学校、附属小学校および附属幼稚園とともにお茶の水女子大学文教育学部附属となった。また国立学校設置法施行規則第一 

条の規定に基づいて、附属学校長は文教育学部の教授をもって当てることとなった。なお五十五年度からは大学附属となった。 

 諸設備については、昭和二十四年からしだいに整備され、家庭科教育のためのユニット・キッチンや視聴覚室、また三十六年四 

月には放送受信機を備えた放送室などがつくられた。二十年に建物疎開のため取り壊されていた生徒昇降口・更衣室・体育準備室 

も三十六年九月に新築された。 

附属高等学校生徒の家庭は、前頁の表にその一例を示すように、家庭の職業としては会社重役、官公庁の局長・課長、大学教授 

などが多く、将来の進路も右の表に見られるようにその大半が進学を志向していた(出典は昭和三十一年九月発行『私達の将来観』 

附属高等学校社会研究クラブ・レポート)。このように普通の公立高等学校に比べて、家庭の階層においても、進路においても、独 

特の傾向を持つ附属高等学校であったが、左の表のように近年将来観に変化が見られるようになった。とくに「家庭人・職業人を 

両立させたい」「人間として大きく生きたい」と答える者の数が多くなっていることは、女性本来の使命と考えられてきた「家庭」 

に拘束されない自由な人間としての成長を考える生き方が育ってきていると見てよいと思われる。 

教科課程については、次のような変遷をたどっている。新制高等学校発足当時の教科課程は、各教科目を五単位制とし、その他 

は三単位と二単位にして、合計五単位になるように組み合され、選択が重視された。例として七三八頁に昭和二十三年の教科課程 



をあげておく。その後しだいに選択科目の整理が行なわれたが、三十八年の第一次改訂の時の教科課程では、七三九頁の表に見ら 

れるように選択制より必修制へと変えられたのが、その主な特色である。また、四十八年度の第二次改訂では、第一次改訂により 

必修制となった教科課程に選択制が取り入れられるようになったが、大体において今までの教科および科目を学習するしくみにな 

った。 

五十年度からは、七四〇頁の表に見られるように「現代社会」が、第三学年の必修となった。「現代社会」設定の目標は、第一に、 

現代社会に起るさまざまの問題を総合的かつ多面的に理解・把握させる、第二に、変動する社会に対応し、広い視野と適正な判断 

力を持ち、進んで将来社会を建設するため創意工夫を行なう資質を育成する、などがあげられる。昭和五十年実施の具体的な内容 

は、「歴史の中の婦人問題」「現代世界における人権の問題」「国際問題」「近代産業と公害」の四章から成っている。とくに、現代 

社会の科目の一主題として婦人問題を取り上げることになったのは、「女子高校としての立場を負い目としてではなく、逆に積極的 

に打ち出すことによって、女性として、人間として生きることへの真の自覚を生む動機づけとなることをめざしてのこと」であっ 

た(加藤章ほか「社会科『現代社会』の計画と実践」『紀要』二一号、昭和五十年)。現行の高校教育においては男子中心の内容をも 

って人間一般の問題とみなされ、女子もまたそれをもって女性の疎外からまぬかれているという錯覚を持つ傾向があり、本校でも 

「自分自身さえしっかりしていれば、対処できるだろう」という個人主義的な自身が感じられる場合が多く見うけられる。こうい 

った現状を顧みて、「社会の中の女性」の現実を観念的ではなく正しく認識するための視点に立って、単元が組まれた。この授業を 

受けた生徒のレポートを見ると、討議や講義の内容は、知識の総合というものではなく、まさに自らの思考や生き方を形成するた 

めの刺激であり契機となっていたことが示されている(お茶の水女子大学文教育学部社会認識研究会高等部会『女子高校生の社会認 

識』昭和五十一年)。 

また新制高等学校として発足して以来今日まで続けられている伝統的な催しに、体育祭のダンスコンクールがあげられる。学年 

全体が参加し、自分たちで創作したものを踊るという趣旨は基本的に変らず、昭和三十六年からは統一テーマを決め、クラス対抗 

で行なわれている。 

統一テーマや伴奏音楽、ダンス作品の形式にも時代的変化が見られ、例えば二十三年には、伴奏音楽は皇帝円舞曲であったが、 

五十年の統一テーマは「夢幻」である。 

 

教官の教育研究活動 

 

戦後の混乱が一応安定すると、昭和二十八年頃から紀要刊行が教官の強い要望として現われ、三十年度に『紀要』第一号が刊行 

された。この『紀要』は毎年発行されているが、その内容は、各教官の専門研究のほか、各教科の教材研究、授業研究が見られる。 

また、「本校生徒の問題意識調査」「女子生徒の将来志向の決定要因」など、本校生徒の意識調査の報告やプロジェクト研究の成果 

が発表されている。そこには、女子の高等学校教育という本校の特色が反映しているといえよう。 

昭和二十五年に全国国立大学附属学校連盟が設立され、その後二十九年に数少ない国立大学附属高等学校の部会が全国一体とな 

って成立した。二十九年から三十三年までは、東京、名古屋を中心として附属高等学校のみの研究会を年一回開催していたが、三 

十四年度からは全国的に公開して、全国附属高等学校が研究大会を持つに至り、三十四年度を第一回として今日まで連年開催され 

ている。そのメンバーである本校の教官も、教科研究、生徒指導、学校運営などの分科会で研究発表を行なっている。また三十二 

年、四十年、五十年には本校が大会の会場校となった。 

次に教育実習について簡単に触れておこう。お茶の水女子大学学生で高等学校・中学校教員の免許状を受ける者は、教科教育法 

三単位のうち「観察参加」一単位を履修しなければならないので、本校では六月の中旬にこれを行なっている。免許状取得希望者 

は年々増加しているので、観察参加はこれをなんとか消化しているが、これに続く教育実習については本校だけでは指導できない 

ため、協力校の助力を得ているのが実態である。附属高等学校での昭和四十六年度の実習者数は、文教育学部七十八名、理学部四 

十名、家政学部十二名、合計一三〇名である。実習は本校の夏休み(七月二十日―八月三十一日)の前と後にそれぞれ十五日間行な 

われるが、実習生の増加に伴って実習時数が七時間から五時間に減少した。しかしこれでも根本的解決にはならないので、教育実 

習の実施法については現在再検討中である。 

 



生徒生活の指導 

 

昭和七年四月に制定された前記高等女学校時代の徽章・制服は、附属中学校・附属高等学校とも四十二年度まで続けてこれを使 

用してきたが、四十三年四月から高等学校では、ジャンパー・スカート型を廃止し、セーラー型一種類のみになった。この頃から 

徽章・制服の変更の気運が高まり、四十三年十一月には従来のセーラー型の制服も廃止することに決定した。なお、四十四年度入 

学者に対しては、徽章・制服の変更による新しい制服が間にあわなかったため、バッジの徽章を制定して胸に着用させ、制服は過 

渡的措置をとった。 

新たな徽章は、バンドについていたバックルを小型にし、「お茶の水」の文字を消して、これをバッジとして左胸部に着用するこ 

ととした。制服は昭和四十四年五月に決められ、六月より白いブラウスに紺のスカートという新制服の夏服となった。同年十月か 

らは冬服として紺のブレザーが着用された。 

高等学校に生徒会が誕生したのは戦後の学制改革に伴ってである。長い歴史と伝統のある本校においても、以前は校友会という 

ものがあったが、生徒の自治活動を通じて自主的精神を養うという新しい教育を行なうため、昭和二十四年三月に「附属高等学校 

生徒会会則」がつくられ、生徒会が名実ともに出発することになった。 

当時の会則によると、生徒会は自主的精神に基づいて校内の生活を向上させ、はつらつとして豊かな学園を実現することを目的 

とし、そのために、生徒会総会、学級会、連絡協議会、生徒会委員会、部委員会、クラブ委員会などの諸機関、生徒会議長・副議 

長、学級委員、生徒会委員長・副委員長・委員、部委員、クラブ委員などの諸役員、庶務・厚生・生活・文化・運動の各部が置か 

れた。役員選出に当っては選挙管理委員会が置かれ、役員の任期は一か年とされていた。昭和二十五年十月に会則が改正され、生 

徒会正副会長を置くこと、役員の任期および会計期を一か年から半か年に改めること、庶務を廃して新たに書記・会計を置くこと 

などが定められた。二十七年度と四十六年度の生徒会機構およびクラブは上の表のとおりである。 

 

PTA・同窓会 

 

昭和二十年五月、当時の東京女子高等師範学校附属高等女学校の本科および専攻科の生徒が、耕文寺・大蔵寺・日光寺の三班に 

分かれて集団疎開を行なった。これらの出発の数日前、保護者の一人が来校し、当時の状況から見て生徒の集団疎開に対しては保 

護者の組織的な協力が必要であることを、中沢伊与吉主事に力説した。中沢主事もその必要を認め、疎開隊ごとに後援会が組織さ 

れ、必要な物資を調達して疎開隊を援助した。学校に残った教官と保護者は、一体となって物心両面にわたって援助した。これが 

本校 PTA の始まりである。 

やがて第二次大戦は終り、疎開生活も幕を閉じて生徒は帰校し、疎開隊の後援会は一応解散されたが、あらゆる物資が不足して 

いたため、その窮状を見かねて保護者有志が立ちあがり、「附属高女後援会」を結成したのが、昭和二十一年六月のことである。こ 

の後援会は、二十二年四月の新制の附属中学校の発足に伴い、六月に改組されて「東京女子高等師範学校附属高等女学校および附 

属中学校・お茶の水父兄会」となった。これは、名称は「父兄会」でも、内容的には、アメリカの影響を受けながら第二次大戦後 

の日本の学校に広がった PTA とあまりにもよく一致していて、役員も驚いたほどであったという。 

昭和二十三年四月、新制の高等学校が発足したのに伴い、五月に父兄会を改組して「お茶の水 PTA」とし、両親と教官を一丸と 

して、「会員相互の緊密な連絡のもとに、生徒の学校家庭・社会における教育効果の向上に協力し、ひろくわが国教育の興隆に寄与 

することを目的とする」ことになった。このような経緯により、PTA の発足当初は中学校と高等学校とは同一の PTA を持ち、そ 

の組織は理事長一名と副理事長二名よりなり、副理事長のうち一名は主事(中沢伊与吉)がこれに当った。二十七年五月、中沢主事 

の後任として、中学校長に内田安久、高等学校長に関野豊三が就任するに及び、副理事長は中学校と高等学校それぞれの保護者一 

名となった。その後、中学校の校舎も整備され、教官も大部分がそれぞれの学校に分かれたので、三十一年四月、PTA も分離する 

ことになった。名称は以後「お茶の水女子大学附属高等学校 PTA」である。なお、役員の名称は会長・副会長となった。 

次に同窓会について述べれば、附属高等女学校・附属高等学校の同窓会として作楽〔さくら〕会がある。作楽会は明治二十四年 

三月に設立され、昭和三十一年九月に社団法人となった。発足当初は規則も資金もなく、活動も不活発であったが、明治三十六年 

末に学校内に事務所を設け、新たに規則を制定した。大正三年には母校脇に作楽館(大正三年の『東京女子高等師範学校一覧』の地 



図に作楽館と記してある)を建設したが、大正十二年の震災で焼失、のちに大塚に再建した会館も昭和二十年の空襲で炎上し、三十 

三年になって現在の作楽会館を大学の敷地の隣りに建築した。会の目的は、定款第四条に「この法人はお茶の水女子大学文教育学 

部附属高等学校の進展に寄与すると共に、会員の互助・親睦を図り、教養を高め、もって社会文化の向上に寄与することを目的と 

する」と書かれている。この目的に副って、作楽会館が維持され、会員の文化・教養・生活の向上に資する研究会・講習会・講演 

会などが開催され、毎年会誌が発行されている。なお作楽会の名称は、かつての母校の所在地が御茶の水の桜の馬場の跡地にあっ 

たため、会の発足当時の校長細川潤次郎がそれにちなんで命名したものである。 

次に本校主事・校長、教職員名、および各年度卒業者数をあげておく。 

(一)主事・旧校長 

   氏名   名称   在任期間 

中沢伊与吉  主事  昭和二十三年四月―二十七年三月 

関野豊三   校長  〃 二十七年四月―三十三年三月 

坂本越郎   〃   〃 三十三年五月―四十一年四月 

渡辺 光 校長事務取扱〃 四十一年五月―四十一年六月 

関根慶子   校長  〃 四十一年七月―四十五年三月 

木原研三   〃   〃 四十五年四月―四十六年十一月 

吉田  昇  〃   〃 四十六年十二月―五十年三月 

 (二)旧教職員 カッコ内は旧姓 

稲村(岩田)テイ、木村(新田)秋子、木村都、天井隆三、岩永輝、山中茂子、新村(芝田)泰子、桜井(樫淵)嘉子、渋沢(辰口)綾子、 

武(坪内)保、山脇(畠中)芙美子、小林智昭、石渡篤子、羽鳥明、西田鷹夫、森本元子、片木清、木村ふみ、祖父江茂登子、堀信 

一、 若月(大森)田鶴子、武田元治、小林(宮畑)倫子、加藤(高橋)幸子、芳賀登、加藤章、武藤(藤田)順子、飯塚(北沢)證子、菊

地 

(正岡)圭子、北村(正岡)陽子 

事務主任・佐藤悦、石井靖子 

(三)現教職員 昭和五十年度末現在 

校長・浅井辰郎、教頭・桜井孝行、長命俊子、岩田一雄、横田ミホ、大和田順子、野口(生間)(海老沢)和子、石田光子、久保昌、 

三野輪輝光、竹前文夫、蒲生(太田)裕子、持田行雄、三浦(四倉)良子、古屋孝子、秋元幸茂、藤井徳爾、小畑良子、大町(堀)淑 

子、事務主任・内野公夫 

 

第三節 附属中学校 

 

東京女子高等師範学校附属中学校の時代 

 

昭和二十二年四月一日、学制改革により新制中学校が東京女子高等師範学校の附属学校として設置されることとなった。この発 

足に当っては、中学校に男子を入れるかどうかが問題となったが、男女共学を原則とするという新学制の本旨に従い、義務教育段 

階の中学校までは男女共学にすることとなった。しかし附属国民学校(小学校)の卒業生を受け入れる関係で、男女同数とならず、 

一学級は女子のみ、一学級は男女組とすることになった。すなわち附属国民学校第一部第二部初等科卒業の女子四十九名、男子十 

名に、一般志願者より選考した女子二十七名、男子十四名を加え、女子七十六名、男子二十四名を第一学年に、附属高等女学校第 

一挙年修了の一〇二名に、附属国民学校第二部高等科第一学年修了の女子三名を加え、計一〇五名を第二学年に、附属高等女学校 

第二学年修了の一〇五名を第三学年に編入して、各学年二学級ずつとして発足した。教職員は附属高等女学校教職員が兼務し、校 

舎も高等女学校の校舎を共用した。 

昭和二十三年度から第一学年は三学級となった。これは、一学年二学級では全校合せても六学級しかなく、独立の中学校として 

は経営上不便なので、一学年四学級にしたい希望であったが、三学級の予算しか認められなかったためである。また、男女共学の 



本旨からすれば、男女同数が望ましいのであるが、従来の附属国民学校の男女の比率から、一挙に男女同数とすることは困難なの 

で、男子五十名、女子百名とし、女子組一学級、男女組二学級としたのであった。この学級の呼称については、高等女学校の伝統 

を生かす意味から、女子組に蘭、男女組に菊・梅を用いることとした。 

昭和二十三年四月に新制高等学校が発足し、制度上は附属中学校、附属高等学校と分かれたが、校舎、運動場および教官は共通 

であったため、種々の不便が生じてきた。そのため従来の高等女学校校舎を高等学校用とし、中学校校舎を新たに建設することと 

した。新しく建てれば男女共学用にすることもできるし、予算を取るにも新制中学用の校舎ならば取りやすいので、このような決 

定をみたのである。木造二階建四教室の新校舎は二十四年一月に起工式を行ない、三月に竣工したが、二十五年度にさらに増築し 

て、普通教室八教室、特別教室二教室、準備室三室となり、中学校の全員が十二月に新校舎に入ることができた。この時準備室二 

室を臨時に教官室に当て、中学校の授業を主とする教官がここに移った。また同年十月には、PTA の協力により中学校専用の運動 

場が完成し、十一月に運動場落成記念運動会を開催した。 

 

お茶の水女子大学文教育学部附属中学校の時代 

 

昭和二十四年五月、国立学校設置法が公布され、東京女子高等師範学校を包括して新たにお茶の水女子大学が設置きれることと 

なった。そのため本校は、同年六月お茶の水女子大学東京女子高等師範学校附属中学校となった。また当時一般社会では、「附属学 

校は特権階級の子女のみを集めて教育している。民主主義の日本ではそのような学校は廃止せよ」という附属学校廃止論・不要論 

があったので、附属学校が特権階級の子女のみを集める学校でないことを明らかにするため、なんらかの形で入学者選考の際に抽 

選をせよという通牒が文部省から出され、本校でも二十四年度入学者選考から、面接のほか抽選を行なうこととなった。 

昭和二十七年三月末で東京女子高等師範学校が廃止され、本校は四月からお茶の水女子大学文教育学部附属中学校となったため、 

大学としての根本方針を明確にする目的で、二十六年九月、各附属校園と大学側から委員を出して委員会を設けた。そこでは、附 

属中学校生徒募集や附属校園間の連絡入学についての検討がなされた結果、幼稚園から高等学校までの一貫教育を行なうために、 

下級校の卒業生は上級校の教育にとくに不適格な者を除き上級校へ連絡入学させること、しかし常に新しい空気を入れるため上級 

校の定員の三分の一を外部から募集すること、などが決定された。 

昭和二十七年四月には、「附属中学校規程」が定められ、附属中学校は学校教育法第三五条の規定に基づき、中学校教育の理論お 

よび実際に関する研究を進め、それを実証するとともに、学生に教育実習を行なわせることを目的とすることとなった。従来本校 

では、東京女子高等師範学校教官が主事として管理・運営に当っていたが、以来文教育学部教授が校長に併任されることになり、 

卒業証書も、東京女子高等師範学校長名に代って中学校長名で出されることとなった。 

しかし、制度上は文教育学部附属となったとはいえ、附属学校は大学としても重要なものなので、各学部長、各学部教授代表、 

教育学科主任、各附属学校長、事務局長を構成員として、附属学校運営委員会が組織され、附属校園に関する重要事項を審議し、 

大学と附属校園および附属校圏相互間の連絡を図ることになった。また教官会議については、東京女子高等師範学校附属中学校の 

時代は、中学校と高等学校の合同の教官会議であったが、昭和二十六年から合同会議と中・高別会議を一週おきに交互に行なうこ 

ととなり、さらに二十七年、専任校長として内田安久教授が着任した時から、教官会議も独立して行なわれることになった。しか 

し週一回火曜日には、中・高共通の問題を討議するため、両校長と両校各部長が集まって中・高連絡会議を開くことにした。生徒 

会および PTA も、それぞれ二十五年四月と三十一年四月に、高校から分離独立した。 

昭和二十八年には、木造校舎第二棟の増築に当り、放送室ならびに放送設備を設けた。この頃からようやく教育の研究と実験を 

任務とする附属中学校独自の活動に取り組むこととなった。三十三年十一月には、二十八年以来の研究をもとに「道徳」研究発表 

会が開かれた。以後毎年一回「道徳」を中心として、学級活動・学校行事・教科についての研究発表も加えて、全教官の共同研究 

の成果を実際指導研究発表会として発表している。 

昭和三十三年二月には、校長を補佐する教頭職が置かれることとなった。教頭は任期二年とし、三期連続在任しないことを原則 

とし、その下に教務部・庶務部・指導部・研究部が置かれ、各教官が分担して学校運営に当ることとなった。なお、この年一月に 

鉄骨造平屋建の体育館が竣工し、三十五年には指導要領の改訂に伴い技術科に木材・金属加工指導が導入されることとなったため、 

PTA の協力で木造平屋建の技術教室が建設された。また、木造校舎が老朽化したため、特別教室と各準備室を備えた鉄筋コンクリ 



ート三階建の校舎が三十九年八月に竣工した。 

昭和四十二年には、附属中学校発足二十年を記念して、創立二十周年記念行事が行なわれた。 

 

教官の教育研究活動 

 

発足当時、教官達の胸のなかには附属学校のひとつとして、わが国教育の発展になんらかの貢献をしたいという気持があった。 

あらゆる条件不備のなかで出発した新制中学校の経営は、全国どの地区でも容易でなかった。その困難打開の参考の一助にと、昭 

和二十三年六月に、『新制中学校経営の実際』と題する小冊子を刊行した。「学校経営」と「各科経営の要点」の二章から成り、教 

科課程、時間割編成、学校行事、担任組織、男女共学の問題、自治指導、図書館、同好会、父母と先生の会の運営、各教科の学習 

指導の要点などについて述べている。また、文部省案作成のための実験校として、二十一年度後半から社会科の学習を実験的に実 

施し、二十二年に研究発表会を開催した。さらに、二十七年には NHK の放送教育研究に協力して研究指定校となり、設備を整え 

て、二十八年五月から中学校向け放送を聴取し、放送の内容・傾向に応じてどのような指導が必要であるかの研究・調査なども行 

ない、二十九年六月に発表会を開いた。『わが校における放送教育』と題する印刷物も、謄写版刷ではあるが作成配布した。 

生徒生活の指導に関する研究は、昭和二十八年以来全教官共通の研究問題として研究討議を重ねていたが、三十二年に「本校の 

生活指導は如何にあるべきか」という研究主題を決め、生徒はどのような問題を持っているかを調査し、学年・男女の傾向・特徴 

を捉え、学年別指導計画案を作成した。翌三十三年には文部省から中学校道徳実施要綱が発表され、「道徳」の時間を特設すること 

になったが、本校では二十八年以来の研究に基づき、道徳年間指導計画をたてて実践していた。その実践に基づく研究を第一回実 

際指導研究発表会として十一月に世に問い、以後、四十四年まで毎年発表会を開いた(三十八年度だけは校舎建築のためにできなか 

った)。これらの道徳研究の成果や、各教科・学級活動・行事指導などについての研究は、左の表に示すように四十四年度までほと 

んど毎年発表された。なお、昭和四十五年度以降は道徳の研究のみでなく、各教科の研究に範囲を広げ、個人研究・共同研究のい 

ずれでも、各教諭は三年間に一回は発表する権利と義務を有することとし、年一回の『研究紀要』を発行することになった。四十 

六年にその第一集を発行し、以後毎年刊行している。 

また放送教育研究についても、昭和四十九年十一月の第二十五回放送教育研究会全国大会開催に際し、本校もその会場校のひと 

つとして研究授業を行ない、社会科・英語科・理科・技術科などの視聴指導について発表している。なおこの年に校内カラー放送 

システムと授業観察システムが完成し、これらの設備を利用した研究が進められている。また、大学教官と共同で教育内容研究も 

進められている。 

大学の附属学校である本校では、中学校および高等学校教員の免許状取得を希望する大学各学部の学生のために、教育実習を実 

施している。当初は、十一月中旬から二学期末まで約四週間実施していたが、学生が大学の講義をなるべく休むことのないように 

ということから、一学期末の七月初旬と二学期初めの九月初旬に、それぞれ十三日ずつ実習させることになった。実習を希望する 

学生もしだいに増し、現在は一期に七十名位ずつ実習させている。実習前の観察参加は六月中に十四日間実施しているが、協力校 

で実習する学生も附属校で観察参加を行なうので、毎年一八〇名位ずつの学生を受け入れている。 

 

生徒生活の指導 

 

まず、徽章・制服について述べよう。 

附属中学校の発足当時の徽章は、二・三年生は高等女学校から編入された女子のみ、生徒・教官の意見も聞いて、従来の高等女 

学校の徽章をそのまま用い、一年生から新徽章を用いることとした。新徽章は銀いぶし、直径九分(約三センチメートル)で、図案 

は高等女学校徽章のなかの「女高師高女」の文字を消去し、蘭・菊の花の真中に「中」の文字を浮き出させたものとした。男子は 

帽子につけ、女子は左胸部につけることとした。一年生女子は、上級生と同様にバンドに徽章をつけたいという希望が熱烈であっ 

たので、昭和二十三年七月に附属高等女学校以来の伝統あるバンドに徽章をつけることになった。 

制服は、女子は高等女学校と同型のセーラー型とし、男子は当時最も一般的であった紺、サージ詰衿型長ズボン(裾の折り返しな 

し)とした。夏期の男子服ははじめは霜降り詰衿型であったが、二十九年夏から開襟シャツ着用を許可し、三十年からねずみ色綿ギ 



ャバジンの半袖シャツとした。三十三年から白ブロードの標準型ワイシャツまたは半袖開衿シャツとした。 

学級活動については、昭和二十四年にホームルームの時間が時間割のなかに週一時間設けられ、学級委員が選出されて、学校生 

活の諸問題を討議した。三十三年頃から各学級とも小集団(班)を編成し、班によって学級の仕事を分担するようになり、規律・庶 

務・整美など、六つの班を置いた。学年や学級により、設けられる班の名称や仕事は異なっていたが、四十二年頃には、運営・規 

律・学習・整美・庶務・報道掲示の六班となり、八名位で一班を構成し、掃除当番なども班単位で行なわれた。三十三年の指導要 

領で、学級活動は毎学年三十五単位時間以上、このうち進路指導については毎学年計画的に卒業までに四十単位時間以上実施する 

ように指示されているが、本校では一年十一時間、二年十四時間、三年十五時間として、まず知能テストと学力検査を行なって自 

己について理解させ、かつ先輩と話し合って先輩の進学状況を知らせ、毎学年担任と個別的に面談し、三年になると、進学先選択 

を中心として担任と話し合っている。 

次に、生徒の自治的諸活動を目的とする生徒会について述べたい。生徒会の成立以前、本校には、新制中学校が発足した二十二 

年の五月に組織された同好会があった。その会則は、生徒十二名と教官六名から成る設立準備委員会により作成された原案が、教 

官会議と生徒の承認を得て成立したものである。そこでは運動・文化・芸術・特別施設・生活・庶務の六部を置くこと、また生徒 

を会員、教職員を協議員とし、名誉会長には東京女子高等師範学校長、会長には中学校主事がなること、副会長・部長・幹事は協 

議員のなかから会長が委嘱すること、委員は各級生徒間で互選し、会長が任命することとなっていた。しかし附属高等女学校と同 

一施設を使用するので、附属高等女学校校友会活動と一体となって運用されていた。 

中学校の木造校舎と運動場が完成し、中学校がようやく独立の存在となった昭和二十五年に生徒会が成立し、高等学校から独立 

して歩みはじめた。二十六年には会則が改正され、委員会による自治的活動とクラブの活動を主な活動内容とし、歓迎会・送別会・ 

文化部発表会・体育大会など、諸行事の運営も中学生だけでやるようになった。教官は顧問となり、会長・副会長(二名)・書記(二 

名)・会計(四名)の役員も生徒から選出され、これらの役員と各学級から二名ずつ選出された評議員・委員(十種)、および文化部(十 

一クラブ)・運動部(七クラブ)の構成で運営された。このように、これまで指導的地位にあった教官が顧問という助言者の立場にな 

り、生徒自身の自主的な活動を育てることとなったことは大きな進歩であり、生徒自身の成長を物語るものでもあった。その後生 

徒会活動がしだいに充実し、備品類も整うにつれて、これらの管理が必要となり、昭和二十八年に会計監査の役が置かれた。 

昭和三十五年には会則に大きな改正が加えられ、評議会議長・副議長が全会員の選挙によって選出されることになった。それま 

では会長と副会長が評議会の議長、副議長を務めてきたが、そのために自分の意見が出しにくく、議事運営がやりにくいなどの問 

題があったため、改正後は会長は執行部の長として会全体の実践面の責任者となり、副会長二名は委員会活動とクラブ活動とをそ 

れぞれまとめて担当することになった。これらの改正案がすべて生徒のあいだから出され、ホームルームや評議会の討議などを通 

して全員に浸透し、総会で多数の支持を得て実現に至ったところに、生徒会活動の着実な前進が見てとれよう。 

 

PTA・同窓会 

 

本校における PTA は、戦時中の集団疎開生活を援助するために後援会が組織されたのがその起りである。附属高等学校の項でも 

述べたが、戦後それが附属高等女学校後援会となり、新学制実施に伴い昭和二十二年六月に「東京女子高等師範学校附属高等女学 

校及び附属中学校父兄会」となった。翌二十三年の高等学校発足に伴い、父兄会が改組されて「お茶の水 PTA」となった。中学校・ 

高等学校一体であったが、中学校の校舎や運動場もしだいに完成して、分離できたので、PTA も分離することになり、三十一年に 

「お茶の水女子大学附属中学校 PTA」となった。その役員や委員は選挙により選ばれ、すべて民主的に運営されるように会則も新 

たに定められた。中・高一体の時代から、中学校 PTA となってからも、運動場、校舎建築、暖房設備、その他諸設備を整えるのに 

多大の協力をした。 

一方、新制中学校第一回生のあいだで同窓会を組織しようという声があがり、昭和二十八年、第一回生の大学進学を機に同窓会 

を発足させた。当時は皆若年で、会員数も少なかったので、会長には中学校長を当て、理事会が運営に当っていた。しかし会員数 

もしだいに増加してきた三十二年になると、会則を改正し、会員のうちから会長を選出し、理事会と評議会を設けて運営すること 

となった。会の名称もこの時、校歌「みがかずば」に由来する鏡影会と決定した。会の活動としては、名簿の発行に止まらず、母 

校校舎建築資金の一部に当てるための音楽会を開催したり、夏には教官に代って志賀高原への生徒の引率を行なったり、またスキ 



ーや野球の同好会など、多様な活動を行なっている。 

歴代主事・校長、教頭および教職員名は次のとおりである。 

(一)主事・旧校長 

氏名   名称   在任期間 

中沢伊与吉 主事  昭和二十二年四月―二十七年三月 

内田安久  校長  〃 二十七年五月―三十九年三月 

宮田丈夫  校長  昭和三十九年四月―四十三年三月 

中村一良  〃   〃 四十三年四月―四十七年三月 

河野重男  〃   〃 四十七年四月―四十九年十二月 

(二)旧教頭 

木村秋子、村重嘉勝、齋藤喜門、木村正子 

(三)旧教職員 カッコ内は旧姓 

水谷年恵、石井(広瀬)邦子、長命俊子、松下(荒瀬)英子、桜井(樫淵)嘉子、杉山(石井)弘子、藤岡(広瀬)弘子、武(坪内)保、木村 

都、徳山正人、碧海(里見)美代子、渋沢(辰口)綾子、新村(芝田)泰子、岩田一雄、桜井孝行、稲村テイ、山中茂子、岩永輝、山 

脇(畠中)芙美子、平野政二郎、天井陸三、木村(新田)秋子、小林陽子、稲庭康一、金鞍澄子、森本元子、西田鷹夫、脇屋(矢沢) 

貞子、輿水はる海、横田ミホ、江口裕、大和田順子、片木清、野口(生間)(海老沢)和子、平野(栗田)温、鮫島(徳山)いづみ、和 

住(諏訪間)寿々子、森三重雄、木村(渡部)正子、中村忠久、祖父江茂登子、吉野(桑野)光子、久山美〔禰〕子、竹内(佐藤)かづ 

え、若月(大森)田鶴子、石田光子、西順一、加藤(高橋)幸子、加藤章、高木(瀬田)千恵子、山本(山村)明子、武藤(藤田)順子、尾 

花(吉原)智子、三浦忠雄 

事務主任・石井靖子、高木敏裕、高橋伝 

(四)現教職員 昭和五十年度末現在 

校長・藤永保、教頭・猿山ふみ子、村重嘉勝、齋藤喜門、八城慶子、酒井(川井)綾子、門田(小野塚)京子、旭(鈴木)スズエ、豊 

島道子、曾我部泰三郎、永井啓子、柿沼利昭、伊藤晶子、佐藤絢子、江端和江、井上泰次、賀川昌明、高橋(玉置)道子、田中(中 

村)美也子、事務主任・筑井克己 

五十年度の生徒居住地および各年度生徒数は次のとおりである。 

 

第四節 附属小学校 

 

東京女子師範学校附属小学校の時代 

 

明治十年二月、東京女子師範学校は、生徒の授業法の実地練習のため、附属小学校を設立することに決定した。同年十二月には、 

東京女子師範学校の敷地に隣接する民有地一、七六五平方メートル余に建坪八九一平方メートル余の校舎建築に着手した。 

明治十一年七月、学校の名称を附属練習小学校と改め、九月から授業を開始した。開校当時の児童総数は、満六歳から満十四歳 

までの男女児二〇四名、うち男児七十四名、女児一三〇名であった。これに対し教官は二十名であった。在学年限は六か年、これ 

を前後二期に分け、各期をおのおの六級、一級は半年の課程としたが、満六歳以上満十四歳以下であれば男女を論ぜず入学できた 

から、前期第六級に在学している児童の年令には著しい開きがあった。この制度は、前期第六級からしだいに進級して第一級とな 

り、さらに後期第六級より順次に進級する制度であった。前期には読法・書取・講義・歴史・作文・地理学・算術・図画・習字・ 

温習(復習のこと。一週間に学んだ所を復習させる)・唱歌・裁縫・体操、後期には修身学・書取・講義・歴史・作文・地理学・算 

術・代数学・幾何学・経済学・記簿法・物理学・化学・博物学・生理学・習字・書学・温習・裁縫・体操の教科目があった。この 

ように後期の程度はかなり高かったため、当時、教員でも後期第四級以上を教授し得る者は稀であったという。また授業料は一人 

一か月につき二十五銭であり、当時の諸物価の標準に比べると非常に高かったため、上流階級の子弟でなければ入学できなかっ 

た。 



明治十四年四月、附属練習小学校はその名称を附属小学校と改めた。その目的は単に師範生徒の教授法の実地練習に当てるのみ 

ならず、地方の小学校の模範たらしめようとするところにあった。さらに翌十五年七月には、文部省の教則改正大旨に準拠して規 

則を改正し、附属小学校を全国の女児小学校の模範とする目的から、附属女児小学校と改め、十六年九月から改正規則を実施した。 

この時修業年限は下等科三か年、上等科三か年、通して六か年となり、各学年を二級とし、第一学年を第六級・第五級、第二学年 

を第四級・第三級と称した。上等科も同様であった。授業料は一か月三十銭、児童数は三二六名であった。 

なお明治十八年八月、東京女子師範学校が東京師範学校に合併され、東京師範学校女子部となったため、附属女児小学校は、東 

京師範学校の附属男児小学校とともに東京師範学校附属小学校となった。さらに十九年四月、東京師範学校が高等師範学校に昇格 

したことにより、高等師範学校附属小学校となった。 

 

女子高等師範学校附属小学校の時代 

 

明治二十三年、高等師範学校女子部を分離して女子高等師範学校としたため、女子高等師範学校の附属小学校を設置し、高等師 

範学校附属小学校の女児を転学させて、四月から授業を開始した。尋常科四か年、高等科二か年、計六か年で、その授業料は一か 

月一円五十銭、明治二十四年末の児童数は、尋常科一二六名(第一学年二十五名、第二学年三十四名、第三学年三十一名、第四学年 

三十一名)、高等科九十一名(第一学年二十九名、第二学年二十四名、第三学年二十六名、第四学年十二名)、計二一七名であった。 

明治二十年代に入ると、全国に小学校が増設される気運が濃厚になったため、文部省は単級小学校の設立を推奨した。単級小学 

校とは、当時の小学校教育普及のために特設された小規模校で、そのねらいは各町村に単級小学校だけ 



でも普及させて、国民教育の徹底を図ろうとするところにあった。女子高等師範学校では、附属小学校において単級小学校の研究 

をなす必要から、附属小学校分教室設置の計画をたて、二十五年三月、文部大臣に伺を出し、四月に認可を得、五月から附属小学 

校に分教室を設けて、尋常科三か年と補習科一か年を合せて単級に編成し、男女の児童五十人を入学させて単級教育を開始した。 

単級教育とは、ひとりの教員が二つもしくはそれ以上の数の級を合せた学級を担当し、それぞれの級に対して交互に授業を行なう 

ものであり、合級授業制、あるいは複数等級担任制の研究を目的としていた。 

明治二十六年三月、「附属小学校規則」が制定され、普通教育の方法を研究することを第一目的とするに至った。また分教室が附 

属小学校第三部と名称を変え、単級小学校の模範を示すための研究をすることとなった。その後三十三年八月、小学校令の改正と 

小学校令施行規則の制定があり、翌三十四年二月には附属小学校自体の規則も改正されることとなった。これにより附属小学校は、 

第一部、第二部、第三部の編成をとることに決った。その編成と教科目は以下のとおりである。 

第一部 上級学校への進学準備課程 尋常小学科四年、高等小学科二年。一学級四十名の女児のみで六学級を編成し、附属高 

等女学校に連続進学する。一学年一学級、計二四○名。 

第二部 通常の小学校課程 尋常小学科四年、高等小学科四年。男女の児童を収容し、一学級四十名で八学級に編成する。第 

一・二学年はそれぞれ一学級、その他の学年は男女別にそれぞれ二学年で一学級、計三二〇名。 

第三部 貧困層の子女向けの単級課程 尋常小学科三年、補習科一年。男女の児童を収容し、複式単級に編成。六十名一学級。 

授業料は、第一部は尋常小学科が一か月一円、高等小学科は一円五十銭と、多額の授業料を徴収した。第二部は尋常小学科三十 

銭、高等小学科五十銭、三部は、もっぱら貧困の家庭の子女を入学させるという設立の精神に基づき、授業料をいっさい徴収しな 

かった。このように進学課程・通常課程・大衆課程という三つの課程を同年令の子どもに対し設け、教育の種別化がなされた。 

明治三十五年四月には教科課程表の一部を改正した。その改正の主要な点は、ただし書きにおいて男児には手工を加え、高等小 

学科の男児にはさらに英語を加えたこと、第二部尋常小学科第三学年および第四学年に手工の二時間を加えたこと、高等小学科各 

学年の国語科より一時間を減じ、女児の体操に各学年とも一時間を加えたこと、などである。これは当時手工科教育の必要が主張 

されるに至ったためで、手工科を尋常小学科に加えるとともに、高等小学科においては必須科とした。明治三十六年十月、教科課 

程表にさらに改正が加えられた。すなわち第二部高等小学科の教科目に英語を加え、かつ男児には手工、女児には裁縫を加え、第 

三部の教科目として男児には手工、女児には裁縫を加えて、手工教育の徹底を図った。 

明治三十七年一月には「小学校令施行規則第三十四条規定ノ二部教授ニ関スル学理及実際ヲ攻究シ、併テ生徒ヲシテ実地授業ヲ 

練習セシムルノ目的ヲ以テ、明治三十七年四月ヨリ其ノ校附属小学校第二部若ハ第三部ニ於テ、其ノ児童ノ一部ヲ前後二部ニ分チ 

テ教授スベシ」という文部大臣訓令が発せられた(『明治以降教育制度発達史』四巻、四四四頁)。この訓令に基づき、第三部では 

二部授業が開始された。すなわち定員百名を甲組と乙組に分け、甲組(第三学年および補習科)六十名を午前に、乙組(第一学年およ 

び第二学年)四十名を午後に教授することとしたのである。これは児童就学の爆発的な増大に直面した文部当局が、市町村の財政負 

担の過大になるのを防ぐためにとった低廉な就学普及対策のひとつであり、単級小学校で二部教授を行なうことにより、教室と教 

師を節約することがそのねらいであった。 

さらに明治四十年三月には、「尋常小学校ノ修業年限ハ六ヶ年トス。高等小学校ノ修業年限ハ二ヶ年トス。但シ延長シテ三ヶ年ト 

為スコトヲ得」と、義務教育年限を四か年から六か年に延長する小学校令の改正があり、同月の、文部省令第六号をもって、小学 

校令施行規則が改正されたため、四十年十二月、従来の「附属小学校規則」に改正を加えた。この改正により、次頁の表のように 

第一部の高等小学科が尋常小学科第五学年と第六学年になり、第二部の高等小学科第一学年と第二学年が尋常小学科第五学年と第 

六学年に、高等小学科第三学年と第四学年は高等小学科第一学年と第二学年に変った。また、「第三部ハ単級ニ編制セル尋常小学校 

二部教授ヲ施ス。尋常小学校及低能児童ヲ以テ組織セル特別学級トス」と定められたため、第三部には学業不振児で組織する特別 

学級が加えられることとなった。授業料は第一部一か月二円、第二部の尋常小学科は無料、高等小学科は一か月一円、第三部は無 

料とされた。 

 

東京女子高等師範学校附属小学校の時代 

 

明治四十一年四月に女子高等師範学校の名称が東京女子高等師範学校と変ったため、その附属小学校となった。また第二部で複 



式教育を行なうこととなり、尋常小学科第一・二学年、第三・四学年、第五・六学年、および高等小学科第一・二学年からなる四 

学級に分かれて、複式教育が始められた。翌四十二年四月には第三部に、先に附属小学校規則で決定された学業不振児からなる特 

別学級を設置した。特別学級が設置された理由は、「一つには入学児童をしらべて真の低能児を選ぶことが困難であるのと、また一 

つには入学後病気等の他の故障により成績の劣等な者が比較的多く、これを救済する必要がある」(『六十年史』二九二頁)ことに 

あった。この特別学級では、もっぱら国語や算術などの教育について特別教育を行ない、成績の進歩の著しい者は随時もとの学級 

に復帰させることとした。 

明治四十四年一月には、入学希望者が多数となったため、入学者の選考に抽選制を採用した。同二月、第三部に裁縫を主とした 

修業年限二か年程度の補習科を設けた。これは、高等小学校や高等女学校に入学できないで家庭に入る者のあいだに、裁縫や家事 

のような家庭の実務への教育要求が高かったことと、またそのために各地に補習科を設置しようとする動きが見られたこととによ 

る。そのため補習科の研究をし、地方における補習科に範を示すために設けられたのであった。「小学校ヲ卒リテ後直ニ職業ニ従事 

スル者ヲシテ、其ノ学習セル所ヲ一層実用ニ適応スルニ足ルノ練習補充ヲ為サシムル為、補習科ヲ設ルハ最モ必要トスル所ナリ。 

故ニ補習科ハ将来意ヲ用ヒテ其ノ増設ヲ奨励スベシ」と、その「実用」性の故に文部省は補習科の設立を奨励したのである(『日本 

近代教育百年史』四巻、昭和四十九年、九三三頁)。その後補習科全体としては衰退が見られるなかで、この補習科は、女子の場合 

は結婚までの期間、高等女学校とは異なる「実用的な」内容を持つ補習科へ進学させようとする親の教育要求とも見合って、大正 

三年二月まで存続し、のちに附属高等女学校に修業年限二か年の実科を成立させるもととなった。 

明治四十五年三月に「附属小学校規則」を改正し、第一部の教科中に英語を加え、第四学年から毎週一時を課することとし、ま 

た同じく第四学年に裁縫を毎週一時課することとした。これは、附属高等女学校に入る者にとって早期にこれらを学ぶことが得策 

であるとの理由によるものであった。また第二部高等科の女児に対しては、四十四年七月の小学校令施行規則で、女子の理科では 

とくに「家事ヲ併セ授クベシ」とされたことにより、理科を毎週三時間として「家事の大要」を加えることとなった。このように 

初等教育の完成としての高等小学校教育において「実用」性が強調されたことにより、高等小学校はあきらかに高等女学校とは異 

なる性格を持つものとして位置づけられたのであった。 

大正七年には、第一部でさまざまの実験的試みが始められた。裁縫の時間を減らして英語を毎週三時間課し、尋常科第一学年か 

ら毎週二時間の直観科を置くといった試みであった。この直観科のために、修身・国語・算術の時間を減らして、第一学年から第 

三学年まで毎週二時間、第四学年では郷土の観察に一時間を当てた。この直観科を指導した堀七蔵によれば、直観科とは、「自然物・ 

自然現象のみならず、児童の環境において直観しうる題材を選定し、もっぱら児童の直観に訴えて学習させる方式」(堀七蔵『数員 

生活七十年』昭和四十九年、八九頁)であった。多少の変遷はあるが昭和七年第一部の教科別週配当時間数の表をあげておく。 

こうした教育改造の試みのなかで、同年十一月には「小学校の教育内容、方法の改善を意図」した東京女子高等師範学校附属小 

学校訓導を会員として、児童教育研究会が設立され、機関紙『児童教育』が創刊された。そこでは主事北沢種一の主張や、また理 

科の堀七蔵、数学教育の指導過程に「肉体的の仕事、殊に手仕事」を持ち込むべきだとする作業主義の提唱者岩下吉衞、手工の山 

形寛、地理の斉藤英夫、修身の渋谷義夫らの研究が発表され、学校参観実際指導講習会も多くの人を集めた(七七四頁)。 

大正九年三月には、従来の第三部を根本的に改造して実験学級とした。すなわち、一学級の児童定員を三十人とし、実験学校・ 

作業学校の思潮に基づく新教育を実施することとして、郷土科が設けられ、自然を観察したり社会のありさまを考察したりするこ 

とを重視したほか、教科を合せて指導する試みもなされ、唱歌と体操、図画と手工を一体にした指導の研究がなされた。参考まで 

に昭和七年三部教科別週配当時間数の表をあげておく。そのため第三部に新たに入学する者は、第二部と同額の授業料を徴収する 

こととした。これは、従来第三部で実施してきた単級小学校ならびに二部教授が、明治四十年の義務教育年限延長以来著しく減少 

し、その研究の必要がなくなってきたことにもよる。 

大正十二年九月、関東大震災のため校舎が全焼し、東京音楽学校に避難したが、学校の重要書類やいっさいの備品などはことご 

とく焼失した。十月には東京高等師範学校附属小学校の十教室を借りて仮教場を設け、授業を開始した。翌十三年三月には仮校舎 

が旧校地に落成し、東京女子高等師範学校と附属校園が復帰し、四月より授業を開始した。本校舎の方は、昭和九年に現在の位置 

に完成し、御茶の水の地より移転して、同年四月から授業を開始した。 

また従来第三部で実験的に研究してきた作業教育を、第一部と第二部にも拡充した。すなわち、児童の作業活動を重視するとと 

もに、児童の共同的社会的生活を重んずることとし、教壇の廃止、共同机の使用、全校の共同運動日を設けて水曜日を運動日とす 



る、児童の学校生活のなかで社会生活・国民生活の実践的指導を行なうという目的で、自治委員会(今の児童会の委員会にあたる) 

を設けるなどの改革を実施した。大正十三年七月には新潟県妙高山麓の池ノ平温泉に十日間の林間学校を開設した。 

昭和十四年には、東京府北多摩郡東村山村萩山(現在の東村山市)に郊外園を新設した。一部を小学校が使用し、残りは高等女学 

校で使用、厚生勤労作業教育の実践のため、毎月少なくとも一回全校そろって郊外園へ行くようになった。第一・二学年児童は郊 

外園を中心に遠足、また郊外学習をし、第三学年以上の児童はそれぞれ学級で分担する農場で勤労作業をし、また遠足などを行な 

った。 

 

東京女子高等師範学校附属国民学校の時代 

 

昭和十六年三月、勅令第一四八号国民学校令および同年三月文部省令第四号国民学校令施行規則により、旧来の小学校制度は国 

民学校制度に改変された。これにより同年四月附属小学校も附属国民学校と改称した。国民学校教育では、左記の表のように低学 

年で四教科(国民科、理数科など)に統合して指導するといったことが行なわれた。 

しかし昭和十八年後半になると、第二次世界大戦の戦局が緊迫し、さらに翌十九年の中期よりアメリカ空軍機の本土空襲が激化 

したため、同年八月より低学年と高等科の児童には、地方の親戚などを頼って転居・転校する緑故疎開を勧め、初等科第三学年以 

上の児童のためには、東村山郊外園に疎開学園を開設した。すなわち国民学校の園舎を本部とし、高等女学校園舎および小平村の 

民家三軒に分宿させたのである。 

国民学校園舎 第一部第三学年の女児と第二部第三学年の男女児 

高等女学校の園舎 第一・二部第四学年の女児 

田中寮 第二部第五・六学年の男女児 

浅見寮 第三部第五・六学年の男児 

村野寮 第一部第五・六学年の女児 

そこでの生活は、午前は各学級とも時間割にしたがって課業を行なうが、午後は晴天の日は低学年は運動遠足、高学年は農耕作 

業、または防空壕の施設作業を行なうというもので、教育よりも勤労に比重がかけられ、事実上学校教育は停止した形であった。 

しかし昭和二十年に入るとさらに東京の空襲が頻繁になり、小平村にも爆弾投下があったため、同年四月、富山県西砺波郡福光町 

に疎開学園を移した。再疎開参加者は在籍児童の約三〇パーセントに当る一二四名、教職員は十九名(訓導十一名嘱託七名、作業員 

一名)であった。そこでは、福光国民学校裁縫室を借用して教場とし、民家六軒に分宿させた。 

八月の戦争終結の日を迎え、十月からは東京都の学童疎開引きあげが行なわれたが、附属国民学校は翌年三月まで福光町で疎開 

生活を続けた。東京女子高等師範学校附属国民学校校舎に文部省図書局が疎開していたこと、児童や教職員の多くが戦災で住居を 

失い、東京に帰れなかったこと、また東京は食糧事情が悪いばかりでなく、交通その他の事情が学校教育を不可能にしていた、な 

どの理由によるものであった。 

縁故疎開から戻った児童、学童疎開から戻った児童、また新しく入学した高等科の児童が加わって、昭和二十一年四月、女児の 

みの第一部学級と第二・三部を合せた男女共学学級の二学級編成で授業を開始した。翌二十二年三月には補欠募集を行ない、検定 

により二年から六年までの児童を補充し、同時に従来の第一部、第二部、第三部の名称を廃止して、第一組(女児学級)および第二 

組(男女共学学級)とした。なお新制中学校が二十二年度から発足したため、高等科児童の募集は停止した。 

 

お茶の水女子大学文教育学部附属小学校の時代 

 

昭和二十二年四月には新学制の発足に伴い附属小学校と改称し、さらに二十四年には東京女子高等師範学校がお茶の水女子大学 

東京女子高等師範学校と名称を変えたため、お茶の水女子大学東京女子高等師範学校附属小学校と改称した。この時期には、次頁 

の表に見られるように、大正期の作業教育の流れをくむ生活学習が行なわれた。二十五年、制度のうえで各学年三学級編成、児童 

定員七二○名と確定したが、二階七教室を文教育学部教育学科の教室および研究室に使用するため、各学年二学級、計十二学級の 

編成を続けた。 



昭和二十七年には、東京女子高等師範学校が廃止され、附属小学校はお茶の水女子大学文教育学部附属小学校となった。また新 

しい第一学年から女児学級を廃止し、第一・二組とも男女共学学級とした。翌二十八年には十九年以来中止していた第六学年の夏 

期林間学校を妙高高原池の平で復活させた。 

昭和三十九年四月になって、ようやく新第一学年から男女共学の三学級編成が実現し、四十四年に全校三学級編成が完了して、 

十八学級となった。またこの年には「創造性の教育」というテーマが取り上げられ、以来生き生きとした学習、ひとりひとりを伸 

ばす学習、創造的人間の育成、といった問題に取り組んだ。このようななかで五十年四月には「創造活動の時間」が新設された。 

そのねらいは、人間の豊かさの追求(ゆとりと充実)、自己の能力の再発見、体験を通しての感動・喜び・満足感の獲得、自ら考え 

自らつくりだす学習(自主・自学の学習)、仲間意識の育成(よい集団づくり)、共同作業と連帯感を育てる学習、人間としてのふれあ 

いの学習といったところにあり、児童のなかから互選された「創造活動実行委員」が活動を進めている。その活動内容としては、 

たとえば第一学年では、社会事象や人間的なつながり、季節や行事に関係させたり、製作活動や体を動かしたりすることを重点に、 

「たなばたあそび」「夏の自然とくらし」という課題に取り組むなど、各学年ごとの重点にしたがって行なわれている。 

なお五十五年からは大学附属となった。 

 

教官の教育研究活動 

 

前述のように、大正七年十一月、児童教育研究会が設立され、機関紙『児童教育』を毎月一回発行することとなった。この研究 

会は、教育内容や教授法を中心とする研究を深めることを目的として、本校教官によって設立されたものであるが、以下、その活 

動のあゆみをたどってみることとする。 

同会発足の翌八年三月には実験学級を設置し、九年三月、第三部に新教育の実験的研究を拡張して、教科課程の改正を行なった。 

次いで十年八月、児童教育研究会主催で第一回夏期講習会を開催し、作業主義による教育研究を推進した。これは以後昭和十六年 

八月まで二十二回を数えた(その間、昭和七年には台湾、九年には樺太へ出張し講習を行なった)。なお、大正十一年五月に児童教 

育研究会は社団法人となった。 

昭和二年、『児童教育』の臨時増刊第一輯として『低学年教育』を刊行し、五年に『作業教育原論』、六年に『各科作業教育』を 

発行した。八年には、『児童教育』臨時増刊第二輯として『作業教育の諸相』、同じく第三輯として『作業教育 学芸会の新経営』 

を刊行した。この間八年六月には、作業教育の徹底をテーマに「作業教育実際指導研究会」を開催した。さらに、十年六月までに 

発行した『児童教育研究会パンフレット』をあげれば、次のとおりである。 

 

第一輯 『低学年教育における作業題材系統案』 

第二輯 『巻一国語読本朗読法の研究』 

第三輯 『巻二国語読本朗読法の研究』 

第四輯 『東京女高師附属小学校要覧』 

第五輯 『作業教育実際指導案例』 

第六輯 『作業教育の反省と強化』 

第七輯 『作業教育 各科・各学年実際指導案』 

 

昭和十一年には第二回教育実際指導講習会を開催し(昭和八年の第一回ののち校舎移転などのため開催の機会がなく、十年六月特 

別参観週間を設けた)、以降、十八年の第九回まで毎年六月に開催した。この十一年には『生活作業の陶冶』(『児童教育』臨時増 

刊第四輯)、十四年には『国民学校案の実験的研究』(『児童教育研究会パンフレット』第八輯)、十五年には『国民学校教則案』(同 

第十輯、なお第九輯は不明)、十七年には『国民学校授業案』(同第十一輯)を刊行した。 

このように、戦前の『児童教育』の足跡は、次々に新しい試みを取り入れ、意欲的な研究が積み重ねられてきたことを物語って 

いる。昭和十八年まで続けられた研究会も、戦争の激化した十九年から戦争終結後の二十一年にかけては、一時中断されたが、二 

十二年に復活し、それ以後今日まで年一回の研究会が欠かさず続けられている。この研究会は本校の教育研究の推進を担っている 



ほか、附属校の持つ役割の一端を果している。また二十七年には文部省実験学校(視聴覚教育)に指定された。 

昭和二十一年十二月、冬期講習会を計画したが交通ストのため中止した。二十二年六月に第十回実際指導講習会を開催し、交通 

事情や食糧事情がきわめて悪かったにもかかわらず、二千名を越える参加者があった。さらに、二十三年六月には第十一回新教育 

実際指導研究会を開いたが、その概要は、全教科の学習指導の公開(授業時間四十分)、同人発表(作業教育の再提唱など)、研究紀要 

『小学校における教科指導の新しい要領』の発表であった。この新教育実際指導研究会の第十二回研究会は翌年六月に開催された 

が、公開授業として「生活学習」「六年生の学校給食作業」などがあり、同人発表やパネルディスカッションのほか、児童発表(演 

劇・ダンス・音楽)が加わり、研究紀要『小学校における学習効果判定の新しい要領』も刊行した。第十三回以降の研究会は前頁の 

表に示したようにテーマを設定して研究紀要を発行している。 

次に教育実習について触れておこう。東京女子高等師範学校の附属小学校であった時代には、東京女子高等師範学校の四年生全 

員が、附属小学校で教育実習を行なっていた。現在では、小学校教員の免許状の取得を希望する者のみが、教育職員免許法と同法 

施行規則の定めるところに従い、四単位(四週間)の実習を行なっている。昭和二十二年度より四十九年度に至るまでの附属小学校 

教育実習者数と、大学卒業と同時に全国の小学校へ就職した者の数は、前頁の表のとおりである。小学校教育実習を希望する者を 

学科別に見ると、免許状に必要な科目単位を修得しやすい教育学科と児童学科の者が大多数である。しかし、少数ではあるが、表 

現体育・地理・物理・文学の各学科の学生が実習に参加した。教育実習は観察参加・授業実習・児童指導・学級事務にわたって行 

なわれ、二週間ごとに日誌を提出する。なお全教官参加の研究懇談会も行なわれている。 

 

児童生活の指導 

 

児童の帽章および襟章は、校歌「みがかずば」のなかにうたわれている鏡をかたどったものである。制服は、男児が上着と半ズ 

ボン、女児がワンピース型で、後者は、大正九年に荒井忠吉が中心になり、岡ハツノなどの協力で、現在の形が考案され、以来変 

ることなく用いられている。 

クラブ活動は、教員の指導により、四年生以上が学年や学級の枠をはずして、木曜日の午後に六十分間行なっている。読書・お 

話と詩・新聞・天体・演劇・絵画・デザイン・工作・編物・刺繡・イラスト・合奏・合唱・園芸・英語・囲碁・野球・バレーボー 

ル・バドミントン・球技・剣道・散歩・オセロゲームの二十二のクラブがあり、全教官がそれぞれ分担して指導している。 

 

PTA・同窓会 

 

附属小学校の PTA はかがみ会と称している。この名称は、校章の「八咫鏡」〔やたのかがみ〕からとったものであるが、鏡に鑑 

の意味も含めて名づけられたものという。 

昭和二十一年四月にかがみ会の前身である東京女子高等師範学校附属小学校小桜会が誕生したが、二十三年六月に小桜会をかが 

み会と改めて会則の原案を作成し、二十四年四月に会則が成立した。かがみ会は、会長一名(父母より)、副会長一名(教官より)、書 

記二名(父母より一名と教官より一名)、会計三名(父母より二名、教官より一名)、および委員七十二名で組織されている。委員会の 

任務と組織は、予算編成などを担当する予算会計部、名簿作成などを担当する企画部、給食委員会への参加などを担当する厚生部、 

かがみ会会報の作成や講演会開催などを担当する成人教育部である。会の活動は、会則に示すように、「父母と先生とが協力して家 

庭と学校と社会における児童の幸福な成長をはかる」ことを目的として行なわれてきた。その主なものは、廃品回収、制服交換会、 

不用品交換バザー、ベルマーク収集、附属小学校百周年記念事業の計画などである。 

次に、本校には同窓会として茗鏡会がある。大正八、九年の頃に組織され(記録は関東大震災で焼失した)、その会員は明治二十 

四年の卒業生を最古参として、現在に至り、三千名を越えている。茗鏡会という名称は、元本校主事北沢種一が茗渓(茗はお茶、渓 

は谷の意で、したがって茗渓は御茶の水堀の雅称)の「茗」と、附属小学校の徽章の「鏡」を組み合せて命名したものである。会の 

活動としては、毎年六月頃に新入会員歓迎の意味で春の総会を開き、多数の会員が集って親睦を図っている。そのほか、母校の行 

事に参加し、行事を盛り上げている。 

本校の歴代の監事・主事・校長、教頭、教職員名は次のとおりである。 



(一)監事・主事・旧校長 

氏名     名称      在任期間 

小川鋠太郎    監事   明治十三年九月―十四年九月 

鮫島  晋    〃    〃 十四年九月―十八年 

岡  五郎    主事   〃 二十三年四月―二十四年八月 

篠田利英     〃    〃 二十四年八月―二十六年 

田中敬一     〃    〃 二十六年  ―三十年 

大久保介寿    〃    〃 三十一年頃 

新荘義之     〃    〃 三十二年頃 

高浦丈雄     〃    〃 三十三年四月―三十五年三月 

槙山栄次     〃    〃 三十五年三月―三十八年十月 

黒田定治     〃    〃 三十八年十月―四十一年四月 

槙山栄次     〃    〃 四十一年四月―四十一年八月 

黒田定治     〃    〃 四十一年九月―四十二年四月 

藤井利誉     〃    〃 四十二年四月―大正九年三月 

北沢種一     〃     大正九年四月―昭和五年十一月 

堀  七蔵    〃     昭和五年十一月―二十七年三月 

武田一郎     校長    昭和二十七年三月―三十二年十一月 

波多野完治 校長事務取扱  〃 三十二年十一月―三十三年三月 

坂元彦太郎    校長   〃 三十三年三月―四十四年三月 

勝部真長     〃    〃 四十四年四月―四十八年三月 

(二)旧教頭 

宮地忠雄、石田佐久馬、加藤康順、生駒正美 

(三)旧教職員 昭和二十二年四月以降在職者 カッコ内は旧姓 

斎藤与助、天野(林)緑、阿部広司、森はる、岩丸茂雄、齋藤喜門、柿内三斗里、岸(船橋)彩子、小河(千葉)かをる、古江(鈴木) 

綾子、林健造、小林(宮畑)倫子、佐藤(上田)絢子、福所(宮崎)淳子 

事務主任・松井安次 

(四)現教職員 昭和五十年度末現在 

校長・小口忠彦、教頭・萩原栄、大橋冨富貴子、宮地忠雄、富平美喜、矢部(山口)愛子、石田佐久馬、福田(古沢)静子、阿久沢 

栄太郎、加藤康順、深山(大谷)かつ子、宮崎(飯島)幸子、生駒正美、前野(阿佐美)典子、井沼(清水)敏子、植田(林)幸子、本田(牧 

野)敏子、古畑三郎、古市憲一、星野征男、黒部善之、流田(今成)直、沢本(国枝)和子、内藤(池永)佳世子、石田みち子、事務主 

任・高田滋郎 

また、年度別の児童数、教員数は次頁の表のとおりである。 

 

第五節 附属幼稚園 

 

創設の経過 

 

日本人にとってほとんど来知の教育制度であった幼稚園は、「学制」からわずか四年、幼稚園の開祖フレーベル(F. W. A. Fröbel) 

の Kindergarten 開設(一八四〇年)から数えても三十六年という早い時期に、政府によって創設された。東京女子師範学校創立の準 

備が進められていた明治八(一八七五年七月七日、時の文部大輔田中不二麿は太政大臣三条実美宛に次のような「幼稚園開設之儀伺」 

を提出している。 



 

「……独学齢未満之幼穉ニ至テハ、誘導之方其宜ヲ得サルカ如ク、教育ノ本旨ニ副ハス、頗ル欠典ト存ス、因テハ這回東京 

  女子師範学校内ニ於テ、一所之幼穉園ヲ創置シ、茲ニ幼穉ノ子女凡百人ヲ入レ、看護扶育以テ異日就学ノ楷梯ト致度、尤右費 

  用ハ当省定額金ヲ以措弁可致候条、別段仰裁可候也」(『公文録』『太政類典』明治八年度、所収。『幼児の教育』二七巻三号、 

  昭和二年、参照)。 

 

しかしこの伺に対して太政大臣は八月二日、主に財政上の理由から「伺之趣難聞届候事」と不許可を命じた。ところが文部省は 

さらに八月二十五日「再応伺」を提出している。 

 

「……然ル処、右幼稚園ノ儀ハ、児輩ノ為メ良教師ヲシテ専ラ扶育誘導セシメ、遊戯中不知々々就学ノ一楷梯ニ就カシムル 

モノニシテ、教育ノ基礎全ク茲ニ立ツヘク、逐次学事拡張ノ際、先ヅ於当省実施此ノ雛形ヲ設ケ、漸々其方法ニ因ラシメン事 

ヲ欲スル趣旨ニシテ、即今不可欠ノ急務、速ニ施設相成度、尤女子師範学校内建家兼用イタシ、当分ノ内費用等該校補助金ヲ 

以弁償可致候条、開設ノ儀御允可相成度、此段更ニ相伺候也」(同前)。 

 

こうした経過のゆえに、従来から幼稚園の推進者として文部大輔田中不二麿の果した役割が注目されてきたが、その経緯につい 

てはなお不明の点が多い。また東京女子師範学校摂理(校長)中村正直が早くから幼稚園に理解を持っていたことも注目される。中 

村摂理は、在野時代の明治四年に、横浜に開かれた「亜米利加婦人教授所」(日本初の保育施設といわれる)に直接関与していたと 

いわれている。こうした中村摂理のもとで、本校開校後ただちに幼稚園開設の準備が進められた。そして明治八年九月十五日に、 

文部省は附属幼稚園開設の布達を行なった。 

翌明治九年六月に、保育方法や建物の設計に関して文部省と本校との合意ができ、ただちに建築に着手、十一月六日には本校の 

西北に建坪二二五坪、平屋洋風建築のハイカラな園舎が完成した。附属幼稚園の初代監事は、東京女子師範学校の英語教諭関信三 

が兼務し、その優れた語学力によって『幼稚園記』『幼稚園法二十遊嬉』(出版年などは後述)などを訳出し、草創期の幼稚園で保育 

技術の基礎をつくりだした。主任保姆松野クララはフレーベル系の養成所で訓練を受けたといわれ、保姆や保姆練習科生徒に保育 

法を講義した。また開園当初の保姆は豊田芙雄、近藤浜の二名に助手が加わり、唱歌・説話など翻訳では間に合わない保育内容を 

つくりだすうえで大きな貢献を果した(倉橋惣三・新庄よし子『日本幼稚園史』昭和九年、など参照)。 

開園は園舎完成後間もなく、明治九(一八七六)年十一月十六日のことであった。そして、保育が軌道に乗った約一年後、すなわ 

ち十年十一月二十七日に皇后と皇太后を迎えて開園式が挙行された。この時園児たちはその前で遊戯歌「風車」を歌ったという。 

当時の東京日日新聞(二十八日)はその様子を「次に幼児唱歌し、保姆音楽を奏せしかば、園中にさんざめき渡りて面白かりければ、 

御気色もいとめでたかりき」と伝えている。 

 

開園当初の保育 

 

明治十年七月、はじめて「附属幼稚園規則」が定められ、幼稚園の目的、入園資格、保育料、クラス編成、保育時間と保育内容 

などが規定された(『文部省第五年報』明治十年、参照)。そのなかで、幼稚園教育の目的については「第一条幼稚園開設ノ主旨ハ 

学齢未満ノ小児ヲシテ、天賦ノ知覚ヲ開達シ、固有ノ心思ヲ啓発シ、身体ノ健全ヲ滋補シ、交際ノ情誼ヲ暁知シ、善良ノ言行ヲ慣 

熟セシムルニ在リ」と述べられている。啓蒙期にふさわしい開発主義的保育観や知情意と身体の発達、習慣形成や社会性の発達に 

も触れた総合的な目的観は、当時としては優れた教育認識として注目される。入園対象児は三歳からとされ、年齢別の三クラス編 

成、保育時間は一日四時間と、ほぼ今日の幼稚園の原型がここにつくりあげられた。また一日二十五銭の保育料で、貧困児に対し 

ては例外規定を設けていた。 

保育内容については、保育科目三科目とこれを具体化する二十五の子目が定められている。保育科目の方は、フレーベルが遊具 

による遊びの三領域とした Lebens oder Bauformen, Schönheits oder Bildformen, Erkenntnis oder Lebenformen に習って「物 

品科(日用ノ器物、即チ椅子・机或ハ花蝶牛馬等ノ名目ヲ示メス)・美麗科(美麗トシ好愛スル物、即チ彩色等ヲ示メス)・知識科(観 



玩ニ由テ知識ヲ開ク。即チ立法体ハ幾箇ノ端線・平面、幾箇ノ角ヨリ成リ、其形ハ如何ナル等ヲ示メス)」という三領域を立てたも 

ので、子目は以下の二十五であった。 

五彩球ノ遊ビ、三形物ノ理解、貝ノ遊ビ、鎖ノ連接、形体ノ積ミ方、形体ノ置キ方、木箸ノ置キ方、環ノ置キ方、剪紙、剪紙 

貼付、針画、縫画、石盤図画、織紙、畳紙、木箸細工、粘土細工、木片ノ組ミ方、紙片ノ組ミ方、計数、博物理解、唱歌、説 

話、体操、遊戯(『文部省第五年報』前出、参照)。 

恩物(Gabe・フレーベルが考案した二十種の手工的遊具)が重視され、恩物の一つ一つが唱歌、遊戯、説話などと同列の子目を成 

している点が明治前半期の保育の特徴だった。一日の保育の流れも、登園―整列―遊戯室(唱歌)―開誘室(説話あるいは博物理解) 

―戸外あそび―整列―開誘室(恩物)―遊戯室(遊戯か体操)―昼食―戸外あそび―開誘室(恩物)―帰宅というように、恩物に多くの時 

間が割り当てられている。また、『日本幼稚園史』(前出)が収録している当時の関係者や卒園生の回想によると、明治十一年頃すで 

に飛鳥山遠足や小石川植物園への遠足が行なわれ、本校へ行って「理科的のもの」の幻燈を見たことが語られ、さらに開園当初か 

ら三尺四方の幼児一人用の畑があって、幼児のための小型の鍬や柄杓が用意されていたなど、フレーベルの精神を親自然という点 

からも忠実に受け継ごうとしていたことがうかがわれる。 

通園した幼児は、東京市内の華士族、高級官僚の子弟が多かった。また明治十年を例にとると、一ノ組(五歳以上)十八名、二ノ 

組(四歳以上)三十三名、三ノ組(三歳以上)五十一名、員外(二歳八か月―三歳)十九名、計一二一名となっており、三歳前後の幼児の 

多いことが注目される(『文部省第六年報』明治十一年、参照)。 

 

明治十四年の保育課程改訂と明治十七年の幼稚園規則改訂 

 

明治十二年十一月、関信三監事が急逝し、神津専三郎監事の数か月(明治十二年十一月―十三年六月)を経て、小西信八が第三代 

の監事に就任した(明治十三年九月訓導、十四年七月監事就任)。前後して摂理中村正直が十三年五月に依願退職し、後任には宮内 

省御用掛福羽美静が着任した。松野クララ主任保姆も十三年二月、近藤浜も同年十一月に退職している。豊田芙雄は十二年四月か 

ら十三年六月まで鹿児島県立幼稚園設立のため派遣され、帰京後附属高等女学校と兼務で十四年七月より幼稚園に復職した(『文部 

省第八・九年報』明治十三・十四年。なお、この日時などについては若干の相違がある)。このように、この時期には創立時と大幅 

に変化した陣容で、保育の仕事が引き継がれていくこととなった。いわゆる「自由教育令」から「改正教育令」へと教育政策の方 

向も変化し、幼稚園のよき理解者といわれる田中不二麿も十三年三月に学事不振の責任をとって文部省を去っていた。このように、 

発足間もない幼稚園にとって、なお多難な時期が続いたのである。 

明治十四年、小西信八監事のもとで保育課程の改訂が行なわれた。この改訂は従来の規則を踏襲しつつ、その保育内容に関する 

規定を改めたもので、十七年の規則改訂への過渡的な性格を持っている。この改訂の要旨は「説話ヲ改メテ修身ノ話トシ、博物理 

解ヲ庶物ノ話トシ、五彩球ノ遊、三形物ノ理解、貝ノ遊、木片ノ組方、紙片ノ組方ヲ除キ更ニ雛遊ビ、結ビ物、読ミ方、書キ方ヲ 

加ヘタル等ナリ」ということであり、その結果、保育科目は「会集、修身ノ話、庶物ノ話、雛遊ビ、木ノ積立テ、板排べ、箸排べ、 

鐶排べ、豆細工、土細工、鎖繫ギ、紙織り、紙褶ミ、紙刺シ、縫取り、紙剪リ、結ビ物、画、数ヘ方、読ミ方、書キ方、唱歌、 

遊嬉、体操」となった(『文部省第九年報』明治十四年、参照)。 

そして、明治十七年には保育課程を含む「附属幼稚園規則」全体の改訂が行なわれた。改訂された規則の第一章第一条において、 

附属幼稚園は実習機関であり模範幼稚園であることが規定され、保育の目的は「彝倫道徳ヲ本トシテ幼児ヲ保育」することと定め 

られた。十四年の改訂と同様、徳育を保育の中心にすえた点は教育政策の動向を反映したものといえよう。そのほか、クラス数を 

六クラスに増加し、保育料の規定を規則中からはずすなどの変化が見られるが、なかでも第二章第六条「保育ノ課程、保育教材」、 

第七条「保育ノ要旨」は、保育内容に関する取り決めを従来より相当詳細にしている(『文部省第十二年報』明治十七年、なお『六 

十年史』『日本幼稚園史』で明治十四年の教則として紹介されたものは、この十七年規則の保育規定の誤りである)。その「保育ノ 

要旨」は冒頭で、「幼稚園ハ学齢未満ノ幼児ヲ保育シテ家庭ノ教育ヲ補〔タス〕ケ、学校ノ教育ノ基ヲ成スモノナレバ、務メテ徳性 

ヲ涵養シ身体ヲ発育シ、知能ヲ開導センコトヲ要ス」と述べている。ここには、幼稚園の意義が家庭教育や学校教育との関連で述 

べられている。また従来の規則第一条と比べると、「固有ノ心思ノ啓発」や「交際ノ情誼」が「徳性ノ涵養」に改められ、「天賦ノ 

知覚ノ開達」が「知能ノ開導」に変るなど啓蒙主義的な保育理念は後退した。 



保育科目については、十四年教則の特徴ともいえる「会集」「修身ノ話」「数へ方」「読ミ方」「書キ方」などはそのまま引き継が 

れ、「珠繫ギ」が新たに加えられて、「雛遊ビ」「土細工」「鎖繫ギ」「結ビ物」「体操」が削除された。このように、小西信八監事が 

中心となって編纂した二度の保育内容の改廃においては、より直接的な徳育が重視され、やさしい保育科目が削除されて読み書き 

算の基礎が加わるなど、小学校との連続に意が用いられていたといえよう。 

このことは、小西監事が回想談のなかで述べている幼・小の接続問題とも関連している。つまり、小西監事は、附属小学校と協 

力して幼稚園最上級と小学校一年をひとつにまとめ、卒園生は小学校第二学年から入学することとし、一方小学校から入学する生 

徒は、第一学年で幼稚園的な保育内容も教えられることとした。これはアメリカにおける connecting class や、intermediate class  

に示唆されたものといわれるが、一面では父兄が幼稚園に対して、学校教育と同質な期待を寄せていたことへの対処でもあったよ 

うである。のちの小西監事の回想談には、当時の父兄の幼稚園理解について触れた部分があり、興味深い(小西信八「本邦幼稚園の 

発生時代」『婦人と子ども』一七巻八号、大正六年)。 

 

保姆養成と保育理論の移入 

 

創設期の幼稚園関係者はもちろん、保育理論の導入は、教材や教具もすべて新しくつくり出さなければならなかった。保育理論 

の点でいえば、明治前期の幼稚園が多くその拠り所とした文献は、文部省刊行の桑田親五訳『幼稚園』(明治九年)と東京女子師範 

学校刊行の関信三訳『幼稚園記』(明治九年)の二つだったといわれる。その他の創設期の附属幼稚園関係者の訳著書および論文を 

あげると、次のようなものがある。 

中村正直訳稿「トゥアイ氏幼稚園論ノ概旨」、「フレーベル氏幼稚園論ノ概旨」(いずれも『教育雑誌』四号、明治九年、所収)、 

関信三編『幼稚園法二十遊嬉』(明治十二年)、関信三「幼稚園創立法」(手記および『教育雑誌』八四号、明治十一年、所収)、 

豊田芙雄『保育の栞』(出版年不明、手記)、同『恩物大意』(出版年不明、手記)、小西信八口述「聾啞教育法・児童教育法」(『小 

西信八先生存稿集』昭和十年)、加藤錦子撰『幼稚園玩器排形手本』(全五巻、明治二十年)。 

また、教材・教具としては今日まで一部保存されている二十恩物のほか、以下のようなものが明治十七年規則の第二章第六条で 

指定されている。 

東京女子師範学校製作『幼稚園修身の話』(六冊)、関信三訳『幼稚園動物図解』(一冊)、東京女子師範学校製作『幼稚園動物図』 

(五十枚)、東京女子師範学校製作『幼稚園数之教』(二冊)、同『幼稚園かなの教』(二冊)、同『綴字骨牌』(一組)。 

教材のなかでとくに難しかったのは、翻訳では間に合わない唱歌や遊戯、説話の教材であった。唱歌は豊田・近藤両保姆の翻案 

作詞に宮内省の伶人が譜をつけたものが、明治十二年頃まで使われていた。説話の教材も当初多くは二人の保姆の翻案創作によっ 

ていた。 

一方、このようにしてつくり出された新しい技術に対して、地方にもしだいに需要が広がってきた。明治十二年四月、わが国第 

二番目の公立幼稚園である鹿児島幼稚園設立に際しては、豊田芙雄が約一か年出張してその基礎を築いた。また、大阪府は同年五 

月の府立模範幼稚園開設に先立ち、十一年二月から、氏原張と木村末の二名を保姆実習生として附属幼稚園に派遣していた。附属 

幼稚園では、この二名に対して実地保育と保育法ほかの講習を約十か月施したが、これが実質的に保姆養成の最初の例であった。 

その後十一年六月、「幼稚園保姆練習科規則」を制定し、同年秋に給費生五名、自費生六名、計十一名が入学した。この第一回生は 

十三年七月に卒業し、大阪・仙台・九州などの幼稚園に赴任して、その基礎を築いている。しかし十三年七月の校則改訂で保姆練 

習科は廃止され、幼児保育法は本校の課程に組み込まれることとなった。保姆養成機関がふたたび復活するのは明治二十九年に至 

ってである。 

 

中村五六主事と保育研究 

 

明治二十三年四月、中村五六主事が就任した。中村主事は明治四十二年四月まで、途中二年数か月を除き、十六年余主事として 

附属幼稚園の発展に尽力した。その間、分室の開設、保姆会(フレーベル会の母体)の創立、『婦人と子ども』誌創刊などの事業を進 

める一方、自ら『幼稚園摘葉』(明治二十六年)、『保育法』(明治三十九年)を著し、また東基吉や和田実ら若い研究者を招いて、「随 



意遊嬉(自由遊び)」を重視した保育理論の開拓に意欲的な努力を注いだ。明治前期の恩物中心保育の手直しが始まり、遊戯が保育 

の中心に据えられるに至った明治後半期を、附属幼稚園の第二期とすることができよう。 

中村主事着任後の明治二十四年、「附属幼稚園規則」において、保育科目は「修身、庶物、積ミ方、板排ベ、箸排ベ、環排ベ、画 

キ方、紙刺シ、縫取リ、紙剪リ、紙折リ、紙組ミ、紙摺ミ、豆細工、粘土細工、繫ギ方、唱歌、遊嬉トス」と定められた(『六十年 

史』、『女子高等師範学校一覧』明治二十五年度、参照)。従来の保育科目に比べ、「読ミ方」「書キ方」「数へ方」「針画」「木片ノ組 

ミ方」が削除され、「粘土細工」と「紙片ノ組ミ方」が復活している。読み書き算の削除とい措置は、「幼弱ナル三四歳ノモノニ在 

リテハ、遊嬉ハ其主要ナル仕事」という主張とともに、中村主事の保育観を知るうえで重要な点であろう。また、この当時の保育 

が自由遊びを重視していたことは、次のような一文からも推察できる。 

「室内ニ在ルニ当リテモ、各自随意ニ……等ノ遊嬉ヲ為サシメ、保姆ハ其好ム所ノ玩器ヲ供シテ唯之ヲ監督スルニ止マリテ 

  可ナリ。……保姆タルモノハ、幼児ノ心情ヲ酌ミ娯楽ヲ共ニスルモノニシテ、妄リニ制肘シ或ハ強迫スル所ナキモノタルコト 

……」(『幼稚園摘葉』前出、七六頁)。 

実際の保育に当る保姆の保育研究も活発に行なわれていた。倉橋文庫に残る保姆の二つの手記は、保育科目が多すぎること、室 

内保育と室外保育の時間配分について、異年齢幼児の混合保育の是非やクラス定員について、しつけの指導方法、男女の座席、家 

庭との連絡、机の大きさなどの教具について、教生指導の方法や保姆の交流の必要その他にわたって、日常的な細かな観察と意見 

が述べられている(「明治二十九年における保姆の手記」)。 

 

分室の開設 

 

明治十五年、文部省は「簡易幼稚園に関する告諭」を下し、子守りのため学校へ通学できない児童たちの就学を促進する目的で、 

農村に簡易な幼稚園を普及しようとした。附属幼稚園では、この簡易幼稚園のモデルたるべく、明治二十五年九月二十四日、附属 

幼稚園分室を開設した。「女子高等師範学校附属幼稚園保育要項」は、分室の性格を次のように述べている。 

「本園に於ては完全なる保育の理論に則り経済の許す限り一切の組織設備を完成し、……以て理論の完全なる適用を研究す 

  るところとす。分室は保育の理論の範囲内に於て、なるべく簡単なる方便を以て実際の適用を研究する所とす。」 

分室に当てられた保育室は、従来の供待所を修理したもので、約十一坪に当初は三十三名の幼児を受け入れた。保姆は分室担任 

保姆一名と助手一名が交代で保育に当った。次にあげる「分室仮規則」は、明治二十六年四月制定の「附属幼稚園規則」に依って 

本園と一貫した規則を持つに至るまで適用されたもので、その後の分室の組織運営の基礎がほぼここに形づくられている(下田たづ 

「東京女子高等師範学校附属幼稚園分室ニ関スル事」大正十四年)。 

第一条 当分室保育の課は、説話(修身・実事・庶物等)、行儀(言語・動作・整頓・清潔等)、手細工(重積方・排置方・連結方・ 

画き方・豆細工・粘土細工・紙細工・麦稈細工等)、唱歌、遊嬉とす。 

 



第二条 保育時数は日の長短により毎週参拾参時以上四拾参時以下とす。 

第三条 幼児の定員は大約五十名とし、一組に編成す。 

第四条 保育料は之を徴収せず。 

第五条、第六条(略) 

 

明治三十六、三十七年頃の分室の保育について、『婦人と子ども』誌上に公表された報告はおおむね次のように述べている。まず 

幼児に対して、(一)個人として望ましい情意の発育に努め、下層社会に育つ為の悪徳の矯正と長所の保存に努め、(二)団体生活の道 

徳や愉快を理解させ、(三)異年齢集団としては家庭における兄弟長幼の関係のようになることに努め、(四)知育については、都会の 

下層社会に育つ幼児の環境を考慮して、積極的に知力の素地を養い、とくに自然物への興味を育て、美的感情や知識の不足を補う 

ことなどが目指された。また、この報告は分室の幼児について、「父兄の職業別にすれば、職工二十六、商業十七、車夫九、雑四。 

又右五十名を年齢別にすれば、五年以上十五名、四年以上十八名、三年以上十七名」と報告している(『婦人と子ども』四巻七・八・ 

一一号、五巻四号、明治三十七・三十八年)、そうした階層の父兄に対して、幼児の教育に関する助言・啓蒙にも注意が向けられた。 

その後分室の定員は明治三十三年に六十名、四十五年に九十名に増えた。しかし、四十五年の「附属幼稚園規則」で第二部と名 

称を変更した頃には、貧困世帯の幼児を集めることが難しくなっており、第一部との実質的な差もほとんどなくなっていた。第二 

次世界大戦後、第一部、第二部の編成は解消されている。 

 

フレーベル会の創立と『婦人と子ども』誌創刊 

 

明治二十六年頃、中村五六主事は幼児教育の研究・発展のために、東京市内の幼稚園関係者に呼びかけて幼稚園保姆会を結成し 

た。この保姆会では保育の方法に関する研究や講演会を行なっていたが、当時東京市内に多田房之輔の主催する保姆会もあり、両 

者が合流して「フレーベル会」の発足をみた。発会式は二十九年四月二十一日、著名な教育者や新聞雑誌記者を多数招いて盛大に 

行なわれている。当時この会の客員には、大瀬甚太郎、嘉納治五郎、谷本富、矢田部良吉、松本孝次郎、三島通良、伊沢修二、元 

良勇次郎など、教育界を代表する学者が迎えられており、直接間接に幼児教育への発言を得ることができた。会員は三十二年度に 

おいて、東京一三二、地方八の計一四〇名で、年一回の総会のほか、常会・幹事会・調査委員会・幼児発育研究組合などの研究会・ 

専門部会を開いていた。 

発足当初のフレーベル会の事業として特筆されるべき事は、文部大臣宛に幼稚園の法的根拠の確立を求めた「幼稚園制度ニ関ス 

ル建議書」の提出であった。明治三十二年二月に提出されたこの建議の骨子は、「一、幼稚園教育令ヲ発布スルコト、一、各府県師 

範学校ニ必ス幼稚園ヲ附設セシムルコト、一、各府県師範学校ニ保姆養成科ヲ置クコトヲ得シムルコト、一、保姆検定規則ヲ発布 

スルコト、一、保姆ニハ凡テ小学校教員ト同等ノ待遇及恩典ヲ与フルコト、一、幼稚園ニ助手ヲ設ケ其待遇ハ小学校准教員ト同一 

ナラシムルコト、一、幼稚園教育令ニ関スル意見、一、幼稚園保姆検定規則ニ関スル意見、一、保姆養成科ニ関スル意見」から成 

っていたが、とくに「幼稚園教育令ニ関スル意見」の内容は、同年六月二十八日制定された文部省令第三二号の幼稚園保育設備規 

程に直接反映されている。 

また明治三十四年には会の機関誌として『婦人と子ども』誌が創刊され、保育者と父母の交流や保育研究発表の場としてその歴 

史的な役割を開始した。初代の主幹には女子高等師範学校助教授・幼稚園批評係の東基吉があたり(四十年まで)、次いで同じく助 

教授の和田実が担当した(四十四年まで)。会の出版物としては、二冊の年報のほか、四十年に『幼稚園遊戯』が発行されている。 

フレーベル会の会長は女子高等師範学校長が就任し、本部は附属幼稚園内に置かれていたこともあって、会の保育研究は附属幼 

稚園の研究と相互に密接に関与しあっていた。 

 

附属幼稚園細則と保育要項の制定 

 

明治後半期における附属幼稚園の組織あるいは保育内容が整備されていく様子は、この時期の規則や内規などの改訂・制定のあ 

とにもよく現われている。 



まず組織・運営面での顕著な変化は、前述のように分室に関する規定が加えられたほか、明治三十三年に「批評係」がはじめて 

設けられ、「附属幼稚園職務規程」には、主事・批評係・分室担任・組担任・事務掛の職務が規定されるようになった。また三十八 

年に「附属幼稚園細則摘要」が、四十年にはこの摘要をもとに「附属幼稚園細則」が内規として制定された。細則は、二十一章八 

十四か条から成る精細なもので、教員・教生・保証人の心得なはじめ、書類、玩具・図書、参観人の管理などが細かく規定されて 

いる。保育の実際との関わりで見ると、保育中あるいは移動の際の幼児の取り扱いを規定した第五章「幼児管理上心得」や、保育 

誌・保育案の取り扱いを規定した第十一章と第十二章が興味深い内容となっている(『女子高等師範学校一覧』明治三十三・三十八・ 

四十年度、など参照)。 

一方、保育内容面に関する顕著な変化は、保育科目の規定において恩物が従来ほど保育の中心を占めなくなったこと、そして恩 

物関係をひとまとめにした四科目の定着したことがあげられよう。「説話、行儀、手細工、唱歌、遊嬉」という五科目がはじめて登 

場するのは、明治二十五年の「分室仮規則」においてであるが、二十七年の「附属幼稚園規則」では、「手細工」が「手技」に改め 

られ、「説話、行儀、手技、唱歌、遊嬉」の五科目が定められている。その後、フレーベル会が三十二年二月に建議した「幼稚園教 

育令ニ関スル意見」中では、「説話、唱歌、遊嬉、手技、模習」の五科目となった。そして同年六月に文部省が制定した「幼稚園保 

育及設備規程」は、遊戯や唱歌がさらに前面に出た「遊嬉、唱歌、談話、手技」の四科目となった。このような経過は、文部省に 

よる三十二年の「規程」が突然四科目を提起したのではなく、広く幼稚園関係者の実践のつみ重ねのなかで、遊戯や唱歌の重視と 

恩物の弾力的な活用が定着してきていたことを示している。 

文部省の規程が制定されたことは、さらに次の段階への足がかりとなった。附属幼稚園では、明治三十五年にこの法律に基づい 

た「女子高等師範学校附属幼稚園保育要項」を作成した。この要項は、とりたてて「修身」教育を行なうことを避けると同時に、 

幼児の発達段階に注目して、各保育事項の教材論や方法論を詳しく定めている。したがって規則というより、それまでの実践をふ 

まえた「保育計画」の性格を持つものであった。この要項と細則、そして『婦人と子ども』誌上の関係者の保育論および実践記録 

は、明治後半期の保育の姿を知るうえで貴重な手がかりである。なお、この要項は三十九年になって印刷・公刊されたもののみが 

今日まで残っている。しかし、三十六年『婦人と子ども』三巻四号に発表された附属幼稚園の「保育事項実施程度」は、三十九年 

要項の一部と対応しているし、三十七年『婦人と子ども』四巻七号の「分室報告」に「明治三十五年末此園に於て定めたる保育要 

項」の一部として引用されている文章から見ても、細部を除いてほぼ同じ内容の要項が三十五年に作成されていたことは明らかで 

ある。 

 

「新保育」の模索 

 

大正から昭和前期にかけて附属幼稚園の保育は大きな飛躍を経験した。それは「誘導保育」のダイナミックな実践の成立でピー 

クを迎えたものであるが、ここではそれへ至る「新保育」の模索期についてまず概観してみよう。 

明治四十五年まで『婦人と子ども』誌の編集を担当し、幼稚園の保育研究に携わってきた和田実は、明治末年頃の保育の様子を 

次のように回想している。 

 

「先生方は能く子供と調和して、遊ばせては居りましたが、形式の上からは、全く学校と同様で、就学以前の子供と云ふ感 

  じはありませんでした。それから、半年ばかり経つ中に〔明治三十九年頃〕、室の入口の時間割は自然に必要を感じなくなり、 

何時の間にか取り去られて差支ない様になって仕舞ひました。併し、夫れでも、会集することゝ、午前に二度の入室と午後一 

度の入室とは殆んど既定の様にきちんきちんと行はれて居ました。是が、追々子供の遊ぶ状態に連れて、臨機に変更される様 

になりましたが、此状態で、私の任務が、小学校の方の専任になるまで、即ち明治天皇の崩御の年まで続きました」(『幼児の 

教育』三三巻三号、昭和八年)。 

 

この回想からもうかがわれるように、明治後半期の保育は子どもの自発的な遊びが大切だとしながらも、伝統的な保育形態から 

一挙に離れることはできずにいた。日課はあらかじめ設定された時間帯に準じて遂行されていったし、恩物の利用方法なども、十 

三種類の恩物(二十恩物のなかでしだいに廃止されたものがあった)を、つくり出すものをあらかじめ課題として与えて、その種類 



ごとに順次配列するという方法が、明治三十九年の保育要項でもそのまま採用されている。保姆野間とよの次の一文は、当時の保 

姆が伝統的な保育の様式のなかで、いかに子どもを自由にしていくかを模索していたか、様子が伝わって興味深い。 

 

「或時はこんな事もしてみました、例へば粘土細工と定めても、其時粘土細工よりも絵を描きたいと云ふ子供のあるのも当 

  然のことであります。そこで遊びの種類の自由撰択といふことをしてみました。即ち保育室の机(普通は五つありました)の上 

  に画き方、粘土、積木等種々の遊びを机々によりて別々に準備し置き、何れにしても其好む所をさせました。年中粘土細工ば 

  かりしてゐると云ふ風に偏したものなく、興味を以て各自の好むものをしました。これも一つの方法かと思ひました」(『幼児 

  の教育』三三巻三号、昭和八年)。 

 

このような時期、欧米の児童心理学や進歩主義教育思想を視野に入れて、附属幼稚園の新しい保育な創造するうえに責献したの 

は倉橋惣三であった。倉橋が附属幼稚園を舞台として本格的に保育研究に着手したのは、明治四十三年、倉橋が本校の児童心理学 

講師を依嘱されてからのことで、当時の附属幼稚園主事安井てつも倉橋の保育研究にきわめて協力的であった。S・ホール(Granville  

Stanley Hall)の流れを汲む児童研究から出発した倉橋は、しだいに進歩主義の教育論に啓発され、伝統的な保育形態に疑いを深め 

ていった。四十五年春、京阪神三市連合保育会に於ける講演「幼児保育の新目標」は、倉橋の保育研究の出発点を成すものであっ 

た。その講演のなかで彼は、ひ弱な都会の子どもの現状を指摘し、たくましい人間に育てるためには、手先の細い筋肉のみならず、 

大きな筋肉を動かすことが子どもの神経系統の発達にとっても大切であることを主張し、恩物を批判して戸外保育を強調した。ま 

た、大元年頃から倉橋は和田実に代って『婦人と子ども』誌の編集に当ったが、その誌上で、あるいはフレーベル会の講習会など 

を通じて、モンテッソーリ(Maria Montessori)の「子どもの家」やマクミラン(R. & M. McMillan)のナーサリースクール(Nursery  

School)、アメリカの進歩主義教育の紹介と吸収に努めていった。 

大正六年十一月、安井てつ主事のあとをうけて倉橋主事が就任すると、第一に着手したのは、恩物を混ぜて竹かごに入れ、積木 

として子どもの自由な遊び道具にしたこと、および遊戯室の正面にあったフレーベルの肖像を職員室に移したことであった。また、 

間もなく朝の会集を取りやめ、一日の保育の流れを子どもの生活に合せていく努力を試みた。こうした改革の第一歩は、伝統的な 

フレーベル主義保育の解体を象徴しており、附属幼稚園の保育が新しい時代に歩を進めたことを意味していた(倉橋惣三『子供讃歌』 

昭和二十九年、など参照)。 

実際の保育のうえにも次々と新しい試みが生れてくる。先に引用した野間とよ保姆の回想には、倉橋主事の指導で「分団保育」 

を試みたり、「動物園ごっこ」の実践をしたことが述べられている。この「動物園ごっこ」は『婦人と子ども』一八巻三号(大正七 

年)に報告されたもので、プロジェクト・メソッド(Project Method)を意識した最初の試みであろう。まだ倉橋主事の渡欧以前のこ 

とであった。 

 

震災と仮園舎 

 

附属幼稚園の園舎は、明治九年に左の頁上図のように建築された洋風平屋建の園舎が十七年に焼失し、十九年に下図のように新 

築された園舎で、大正期まで保育が続けられて来た。しかし大正十二年九月一日の関東大震災によりこの長い伝統を持つ園舎も灰 

燼に帰してしまった。まだ夏休み中のことで、幼児が登園していなかったことは不幸中の幸いであったが、この震災によって創立 

以来の貴重な書類・記録などもほとんど失われてしまった。このような時にこそ保育は続けられなければならない、という認識の 

もとに、十月二十日には茗荷谷の帝国女子専門学校の二教室を借りて、うすべり敷きの仮保育場をつくり、保育が再開された。何 

も施設のない仮保育場でも、子供たちはよく遊び、保姆は創意を絞った(『幼児の教育』二三巻一二号、大正十二年)。 

翌大正十三年三月、御茶の水の旧敷地にバラック建ながら従来と同じ形で仮園舎が建てられた。この仮園舎での保育は昭和七年 

末、大塚の新園舎に移転するまで続いた。移転に際して八〇〇頁のような園舎が新築されたがこれが現在の附属幼稚園園舎である 

(『日本幼稚園史』前出、五五―六、一一〇―一一頁)。 

 

日本幼稚園協会と幼稚園令の発布 



 

フレーベル会は大正七年十二月十四日、臨時総会を開いて会名と誌名の変更を決議した。この決議に基づいて会名は「日本幼稚 

園協会」に、『婦人と子ども』誌は一九巻一号(大正八年一月)より『幼児教育』へ、さらに十二年九月より『幼児の教育』へと改め 

られた。 

これに先立ち、フレーベル会では大正四年八月、第一回全国幼稚園関係者大会を開催し、大会の決議に基づいて、九月「幼稚園 

保姆ノ資格、待遇ニツイテ」建議した。この大会は三年に一度開催されることになり、七年十二月の第二回大会でも「幼稚園長及 

幼稚園保姆の年功加俸及疾病療治料に関する決議」を採択している。こうした活動はのちに十五年の幼稚園令制定を促す地道な努 

力であった。 

大正十年一月、当時の湯原元一東京女子高等師範学校長は日本幼稚園協会会長として「社会の趨勢と本会の計画」と題する論稿 

を機関誌に寄せ、そのなかで「幼稚園に関する法律の整備」、なかでも「保姆の待遇の規定の明確化」を会の活動方針のひとつに掲 

げた。もうひとつの課題として、「児童保護問題」とくに託児所の充実と私生児保護の問題を提案している。後者の課題については、 

日本幼稚園協会として東京市内各所で通俗講演会を開くなどの宣伝活動を行ない、機関誌には託児所や諸外国の児童保護の紹介記 

事が多く載せられた。そして、幼稚園の法的整備については帝国教育会とも協力して、より直接的な幼稚園令制定運動となった。 

十四年六月に開かれた「保育者代表協議会」は、帝国教育会の「幼稚園令案」を討議し、幾つかの修正を加えたうえで文部省への 

建議を決議している。 

こうした幼稚園関係者の要請に対して、文部省は大正十四年十二月、「幼稚園令制定の件」を文政審議会に諮問し、その答申を基 

に十五年四月勅令七四号として幼稚園令を公布した。それまで小学校令のなかに含まれていた幼稚園の規定がはじめて独立したわ 

けで、幼稚園関係者は、東西六団体(帝国教育会、全国連合保育会、日本幼稚園協会、三市連合保育会、東京保育協会、東京市保育 

会)主催による「幼稚園令発布記念全国幼稚園大会」を開いて、この幼稚園令を歓迎した。 

 

「誘導保育」と保育研究 

 

刹那的、断片的な遊びのなかで「何かしら子供の生活にまとまりを与えるようなものを用意」し、「生活興味」を育てることを主 

眼とする誘導保育の実践は、昭和に入ってしだいに附属幼稚園の保育の中心に位置づけられるようになっていった。すなわち、「お 

もちゃ屋遊び」「動物園遊び」「八百屋遊び」などの実践報告が『幼児の教育』誌上に次々と報告されている。『幼児の教育』三二巻 

六号(昭和七年)の「五月の一週間」と題した附属幼稚園の実践報告によると、年長の各クラスでは「人形の家」「水族館」などの誘 

導保育案が数か月の見通しで保育のテーマとして追求されており、時々の催し物としてではなく日常的な、かつ各保育項目のあい

だのダイナミックな関連を意識した典型的な誘導保育の形がこの時期にはすっかり定着していることが知られる。こうした実践は、 

昭和八年の夏期講習会における倉橋主事の講演「保育の真諦並に保育案 保育過程の実際」において理論化された。この講演記録 

は『幼児の教育』に収録され、翌年『幼稚園保育法真諦』として出版された。またその実際については右にその一部をあげたが、 

『系統的保育案の実際』として昭和十年に日本幼稚園協会から出版されている。及川ふみ「プロジェクト手技製作について」(『幼 

児の教育』三三巻八・九号、昭和八年)や、倉橋・及川ほかの「系統的保育案の実際解説」(同三六巻三号―三七巻一号、昭和十一 

―十二年)、倉橋「保育案」(同三六巻八・九号、昭和十一年)などもこの時期の論稿で、これらの講演や著作により誘導保育は広く 

普及していった。また戸倉ハルの学校ダンスが保育界に注目されたのもこの前後からであった。 

こうした実践の理論的な深まりは、同時に日本の幼稚園保育の歴史的反省への関心をも高めた。昭和九年、倉橋惣三・新庄よし 

子『日本幼稚園史』が出版されたが、これに至る記録の収集は同二年から始められており、折々の『幼児の教育』誌に収録されて 

いる。 

 

戦時下の保育 

 

しかし保育研究の黄金時代は長くは続かなかった。『幼児の教育』誌には日中戦争勃発後の昭和十二年秋頃から、戦時の緊迫感が 

伝わってくるようになり、十三年の新年号には「保育報国」を巻頭言に掲げた。幼稚園はいろいろの教育機関のなかで最も戦争の 



影響が少なかったものであるが、それでも戦争の拡大と深刻化が進むにつれて、戦争は保育内容にも影を落してくる。教育審議会 

答申の具体化として、躾の見直し、積極的な保健保育が検討された。「神話のお話」や「戦争に取材せるお話」がつくられ、誘導保 

育案には「慰問袋作り」といったテーマも考えられた。保育形態においても、子どもの自発的な生活の流れを中心に発展させてい 

た従来の保育を、子どもを集め区切りをつけていく方向に手直しして、保姆には隣保保育の援助や家庭への啓蒙などが期待された。 

なかでも保姆が最も心を砕いたのは、次代を担う子どもたちの安全であった。空襲下での行動の仕方が細かに検討され、十九年に 

なると幼児も保姆も防空頭巾にもんぺ姿で通園するようになった。しかし、しだいに園児も疎開し、幼稚園の休園令も出されて、 

附属幼稚園は十九年九月一日からついに休園となり、『幼児の教育』誌も休刊した。その後は通園時間が十分以内の隣接区域の幼児 

や貞秀寮(戦争未亡人のための東京特設中等教員養成所裁縫科の宿舎)の幼児を受け入れて、臨時の保育が続けられたが、空襲が激 

しくなるにつれて、それらの園児たちもほとんど通園できなくなっていった。 

 

戦後教育改革と附属幼稚園 

 

昭和二十年八月に戦争が終結すると、附属幼稚園では九月二十六日に保育再開についての準備相談会が開かれた。そしてまず、 

隣接区域から園児を募集することとし、隣接町会長の協力を得て三十五名(女児二十一名、男児十四名)の園児を集め、十一月九日 

に保育開始式を行なって保育を再開した。翌二十一年四月には復園してきた園児たちも含めて一部と二部に分けないクラス編成を 

行なっている。また日本幼稚園協会は二十一年十月号より『幼児の教育』誌を復刊し、二十三年からは夏期講習会も再開するよう 

になった。 

こうした復興の動きのなかで、附属幼稚園の倉橋主事は、教育刷新委員会委員として幼稚園制度の改革に尽力した。学校体系の 

一環としての幼稚園制度が確認され、「保姆」は「幼稚園教諭」となった。また二十二年二月、文部省は「保育要領」を作成するた 

めの幼児教育内容調査委員会を設置したが、これにも主事と教諭一名が附属幼稚園から参加している。 

附属幼稚園の保育は、従来どおり自由遊びと誘導保育を軸としながら、戦後の社会生活にふさわしい新しい試みも開拓していっ 

た。「民主的保育」はまず「社会性」の重視からという考えが、「郵便屋さんごっこ」の実践を生んだ。また、昭和二十五年度から 

は、大正六年以来第一部では行なわれていなかった三歳児保育が再開された。音楽リズム、楽器遊び、劇あそびなど比較的新しい 

保育活動の実践も、それらが生きた興味とテーマによって総合的な活動のなかで経験されるよう工夫されていた。 

昭和二十三年五月には行事としての遠足が再開された。またその頃「親と先生の会」(現在の PTA)が始まっている。二十六年三 

月に文部省が「幼児指導要録」を通達した。これに先立って東京都公立幼稚園の試案に即した幼児の生活記録の記載方法を研究し 

ている。同じく二十六年度からは、文部省の通達にそって入園希望児の選抜に抽選を取り入れるようになった。 

なお、昭和二十四年五月、お茶の水女子大学が東京女子高等師範学校を包括して設置された時、本園はお茶の水女子大学東京女 

子高等師範学校附属幼稚園と改称され、さらに二十七年三月に東京女子高等師範学校が廃止された時点で、お茶の水女子大学文教 

育学部附属幼稚園となった。またこの時主事制度が廃止され、先に二十四年十二月から主事に就任していた及川ふみが園長となっ 

た。その後、昭和五十五年からは大学附属となった。 

 

近年における附属幼稚園の保育 

 

昭和三十一年二月、文部省は「保育要領」に代る「幼稚園教育要領」を制定したが、そのなかで保育には健康・言語・社会・自 

然・音楽リズム・絵画製作の六領域が定められていた。ちょうど前年七月に出版された附属幼稚園幼児教育研究会編『幼児教育の 

内容とその指導』は、従来からの附属幼稚園の保育経験をこの六領域に即してまとめたものであったが、その序論において、保育 

の領域といったものは小学校以上の教科とは違うこと、保育の実際において幼児の生活経験はより総合的なものであるが、分析や 

叙述の方法として領域が考えられることをことわっている。また同研究会は三十三年六月に『幼児の教育指導の形態』を公刊し、 

幼児の創造性や自主性を伸ばす保育の方法を追究した。 

津守真教授をはじめ大学の家政学部児童学科スタッフとの共同研究が行なわれるようになったのも、昭和三十年前後からである。 

発達段階に即した保育内容の研究や、玩具の特質と遊びの関係などの観察と研究が、心理学的な方法を導入して行なわれた。 



これらの実践的な研究が、坂元彦太郎園長のもとで『教育課程試案』(日本幼稚園協会刊)としてまとめられたのは、昭和三十八 

年である。この試案は、その後の実践の検討をふまえて、四十三年五月『お茶の水女子大学文教育学部附属幼稚園・教育課程』と 

して再編・公刊された。右頁にこの保育案の一部分をあげておく。また、四十二年の九十周年の記念としての『目でみる教育課程』 

には幼児の生活が明瞭に写しだされている。 

また、最近十数年のあいだには、園外保育についても年々新しい試みがつけ加えられ、「お芋ほり」(昭和三十六年から)、「お餅 

つき」(昭和四十五年から)、年長組の一泊合宿保育(昭和四十六年から)、「地引網」(昭和四十七年から)などの行事が行なわれている。 

「お芋ほり」は当初慶応大学志木高等学校農場を借り、三年目は川越の農家の畑で、昭和三十九年以降は東村山の郊外園で行なっ 

ている。「お餅つき」の際には毎年力士二名が来園し、「地引網」は片瀬江の島海岸で行なわれている。 

附属幼稚園が主催する研究会としては、昭和二十七年から附属小学校の教育実際指導研究会に幼稚園も参加し、三十一年からは 

幼稚園独自の日程とテーマで実際指導の公開を行なうようになった。二十七年から四十二年までの毎年のテーマは次のとおりであ 

る。 

 

二十七年「教育における自発性と社会性」、二十八年「学力の伸長と教材教具」、二十九年「学習と環境」、三十年「学習指導 

の問題とその対策」、三十一年「幼稚園教育における問題と指導」、三十二年「教育計画と実践」、三十三年「教育指導の形態」、 

三十四年「幼稚園教育内容の研究――言語領域を中心として」、三十五年「同――音楽リズム領域を中心として」、三十六年「同 

――絵画製作の分野を中心に」、三十七年「同――健康・自然・社会の分野に関連して」、三十八年「同――社会の分野に関連 

して」、三十九年「新幼稚園教育要領の研究」、四十年「新要領に基づく実践、特に一日の流れについて」、四十一年「幼稚園 

における望ましい活動について」、四十二年「幼稚園における望ましい活動のあり方」。 

 

しかし、この研究会は、年々参加者が増加して、講堂では収容しきれなくなったため、昭和四十三年からは幼稚園の保育室を一 

週間公開して、四十五年からは特別な期間を設けず、毎週金曜日を参観日として、平常の保育を公開する形をとるようになり、現 

在に至っている。 

 

PTA・同窓会 

 

附属幼稚園の PTA は、つぼみ会と称し、父母と教諭をもって組織している。会則は、父母と教諭が協力して家庭と幼稚園と社会 

において幼児の幸福な成長を図ることをその目的とすると述べている。総会は年一回開催し、委員は各組より三名、三歳児の場合 

は定員数半数のため、二名ずつを互選している。但し新入園児委員の場合は、個人に交渉して決定する。その他、教諭からも二名 

参加している。つぼみ会では、バザーや廃品回収をしてその純益を園の行事、幼児のおやつ代の援助に当てている。また学期に一、 

二回本学の教授または学外講師を招いて講演会・研究会を開催するほか、年一回、『つぼみ』と称する会誌を発行している。そのほ 

か全国国立附属学校の PTA の会に出席し、研究発表や司会などの役を引き受けたり、園側の要請により行事の手伝いなどに参加し 

ている。 

一方、同窓会は、ちぐさ会と称している。会員はほとんど附属小学校、附属中学校、附属高等学校へ進学するので、相互に重複 

し、名簿は同一人の繰り返しになるので作成されていない。なお本学の大学から幼稚園までの同窓会の活動の調整をはかるための 

同窓連絡会に加入している。 

次に本園の歴代の主事・園長および教職員名をあげておく。 

(一)監事・主事・旧園長 

氏名    名称     在任期間 

関 信三  監事   明治九年十一月―十二年十一月 

神津専三郎 〃     〃十二年十一月―十三年六月 

小西信八  〃     〃十三年九月―二十三年四月 

中村五六  主事    〃二十三年四月―二十八年八月 



大久保介寿 〃     〃二十八年九月―三十一年一月 

中村五六  〃     〃三十一年一月―四十二年四月 

藤井利誉  〃     〃四十二年四月―四十三年六月 

安井てつ  〃     〃四十三年七月―大正六年十一月 

倉橋惣三  主事    大正六年十一月―八年十二月 

藤井利誉  〃     〃 八年十二月―十一年三月 

倉橋惣三  〃     〃十一年三月―十三年十二月  

堀 七蔵  〃     〃十三年十二月―昭和五年十一月 

倉橋惣三  〃     昭和五年十一月―二十四年十二月 

及川ふみ  〃     〃二十四年十二月―二十七年三月 

〃   園長    〃二十七年四月―三十四年三月 

坂元彦太郎 〃     〃三十四年四月―四十四年三月 

周郷 博  〃     〃四十四年四月―四十八年三月 

 (二)旧教職員 昭和二十二年四月以降在職者 カッコ内は旧姓 

及川(杉本)ふみ、菊池(大野)フジノ、宮本(工藤)杏子、亀高(大浦)京子、村井(吉田)トミ、横田(伊藤)国子、富樫純子、小野(入江) 

昭子、小原(児玉)寿子、小寺(坪井)信子、松波(佐々木)淑子、若麻積(中村)偕子、森(吉野)弘子、桜井(谷野)恵美子、松原(一柳) 

和子、山本(青木)秀子、小島(鈴木)直美、大滝(今井)由美子 

(三)現教職員 昭和五十年度末現在 

園長・勝部真長、教頭・堀合(上遠)文子、村田(岡崎)修子、関治子、村石(石黒)京子、守永英子、河井祥子、林(直井)久子、山 

道(二階堂)〔ジュン〕子 

また年度別の園児数は次の表のとおりである。 

 

第六節 東村山郊外園 

 

東村出郊外園の誕生 

 

昭和十年代以降の政治的軍事的情勢を背景として、教育面でも軍事教育・勤労教育が重視され、二十年八月に至るまで、教科の 

学習よりも優先するほどであった。十三年六月、文部省は集団的勤労作業運動の実施に関しての通達を各学校に出した。これをう 

けて、各道府県は、管下の学校に農場用地を確保させ、各学校においては、授業時間内に、あるいは課外活動として、勤労作業教 

育を進めるようになっていった。その目的は、集団訓練・体力づくり・食糧増産などであったが、なかでも集団訓練がその目的の 

第一であった。 

東京女子高等師範学校附属高等女学校の主事であった中沢伊与吉は、いちはやく文部省の趣旨に沿い、東村山村萩山に土地を求 

め、昭和十四年二月に郊外園を開設した。用地(五、五四八坪)はその大部分を西武鉄道株式会社から借り入れ、その後、有志の寄 

附金によって約一、三〇〇坪が買い足され、これがやがて財団法人生和会(後述)の基本財産となった。西武鉄道からの土地借入れ 

については、当時の校長下村寿一と西武鉄道株式会社社長大島清とのあいだに契約書が交わされた。その内容は、借地料が無償で 

あること、契約期限が三十年間であること、などとなっていた。 

 

開設当時の文書および施設 

 

附属高等女学校報国会会誌『お茶の水』の創立六十年記念号(昭和十八年)によると、次のような書き出しの郊外園開設趣意書が、 

保護者あてに出されている。 

「拝啓 改めて申し述べるまでも無く、時局の進展に伴ひまして、何れの社会にても刷新改善を要する事項が多々生じて参 



り、女子教育に於きましても幾多の刷新改善を要するものが生じて参りました。就中健康の増進と勤労気風の作興とは今後の 

女子教育に於て最も意を用ふべきことで、実に強健なる体力の養成と着実なる勤労風習の育成とは其の大きな眼目でありま

す。」 

郊外園の第一期五か年計画では、予算総額一五、○○○円で、その内訳は、生徒更衣場兼休憩所四〇坪四、八〇〇円、生徒私 

有品置場四八坪四、八〇〇円、農具置場一五坪九〇〇円、両便所八坪八〇〇円、肥料置場六坪二〇〇円、農夫住宅および生徒 

湯呑場三〇坪三、○○○円、農具三○○円、などであった。 

さらに当時家庭寮をここに設け、教官・生徒が宿泊して、実際に家庭に入ったときの作法・食事などの訓練を行なう第二期工事 

計画があったが、これは戦争激化のため実現には至らなかった。 

 

戦時下の郊外園教育 

 

戦時体制下で空襲がしだいに激しくなってきた時期であったため、指導内容の計画は、実施に移ると間もなく、作業内容が花の 

栽培からしだいに主要食糧の生産に変ったり、引率や作業開始前後の行事は、軍国主義教育の色彩がたいへん強くなっていったり 

した。また、草花やサツマイモを栽培するにも、肥料が配給で少なくなったため、久米川町周辺の農家から牛舎の〔厩〕肥をタン 

カで運んで肥料とした。なお、直接の農作業のほか、附属高等女学校専攻科の生徒などが中心となって、農地拡張のため開墾を続 

行し、食糧増産の一翼を担った。この頃の作業は、モンペに地下足袋姿で、宮城遙拝から始まった。開設当時のこれらの作業の指 

導は、藤沢六馬教諭と町田国作農夫の手で進められていた。 

昭和十九年、空襲がしだいに激しくなるにつれて、附属小学校では緑故を頼って地方への疎開が始まった。そこで郊外園もその 

候補地となり、十九年八月から二十年四月まで学童が疎開した。その間、土曜日と日曜日には、都心から父兄が衣類や食糧を持っ 

て面会に来た。しかし、東村山郊外園も危険になり、さらに富山県へ疎開することとなったため、郊外園の利用もこの時点で一時 

中止され、放置の状態になった。この間、陸軍省が兵器廠用地として郊外園の土地をひそかに指定しようとしていた。これを知っ 

た本校は、ただちに白紙撤回を申し入れ、交渉の結果郊外園として残すことができた。 

 

戦後の郊外園 

 

第二次世界大戦後行なわれた農地改革により、土地は西武鉄道の所有で、不在地主であったため、国が買収することが東村山町 

農地委員会で決定された。この時も、本校は東京都農地委員会へ提訴し、農林省・文部省へも働きかけ、不在地主の決定を取り消 

すことに成功した。 

昭和二十三年頃から学校も全国的に平常な状態に戻り、郊外園もその頃から再開され、戦後の飢餓突破のための食糧生産からし 

だいに転換して、花づくりの大幅導入も始まった。生徒たちは、年間五、六日を終日使って作業に従事し、収穫物はそれぞれの家 

庭に持ち帰った。この間の指導は、西田鷹夫教諭と細淵佐重作業員が当った。 

昭和三十年代に入り食糧問題が解決するにつれて、畑もダリア・グラジオラスなどの花卉が中心となった。三十一年四月からは 

附属中学校の曾我部泰三郎教諭が指導に当り、今日に至っている。四十年に武蔵野西線の地下線の工事が終った跡には、茶の栽培 

も行なうようになり、附属中学校・高等学校での需要をまかなっていた。しかし、四十三年に土地の三十年契約の期限が切れ、西 

武鉄道株式会社から返還要求が強く出たため、各種の対策を講じたが、ついに五十四年三月に全面返還し、国有地と生和会の土地 

だけで郊外園を続けることとなった。 

昭和四十年頃から、都市の幼稚園ではイモ掘りが秋の行事のひとつとして組み入れられるようになった。附属幼稚園も、三十六 

年から他の場所で、三十九年からはこの郊外園で行なうようになった。四十五年頃より公害問題が全国的な社会問題となり、郊外 

園教育は勤労作業以外の面でも見直され、学校教育の一環として、本学附属校園ではますます根をおろしてきた。すなわち、自然・ 

緑・資源・環境問題などが背景となって、郊外園教育の有効性を疑う者はいなくなったのである。 

なお、最後に郊外園活動を側面から支える財団生和会について触れておきたい。生和会は正田家の寄付金を基金とし、小立家よ 

り寄付された土地一、三〇〇坪を基本財産として昭和十四年に発足し、長く学長を理事長としてきたが、五十五年に附属学校部が 



発足するとともに、部長が理事長になっている。郊外園開設に当って、その財源をどこに求めたかは、当時の正確な記録はないが、 

戦後に判ったことによると、故正田禎一郎氏の子女和子さんが附属高等女学校を卒業後間もなく亡くなり、その嫁入支度金六万円 

が不要になり、これをそっくり寄付され、それを開墾や建物・諸施設の費用に当て、残余の二万円を生和会の基金としたという。 

 

 



第六章 桜蔭会 

 

第一節 桜蔭会とその創立 

 

会員 

 

社団法人桜蔭会は、東京女子師範学校、東京師範学校女子部、高等師範学校女子部、女子高等師範学校、東京女子高等師範学校、 

お茶の水女子大学東京女子高等師範学校、お茶の水女子大学および第六臨時教員成所、東京女子臨時教員養成所、東京特設中等教 

員養成所の卒業者ならびにこれに準ずる者を会員とし、現在会員数一万三千余名に達している。会員は、全国各地に在住している 

ほか、海外にある者も一五〇名を越え、勉学にいそしみ、また社会的に活動している。 

 

会の沿革 

 

東京女子師範学校の時代、卒業生の組織がまったくなかったわけではなく、たとえば明治八年母校最初の入学生の同級会ともい 

うべき「乙亥会」などもあり、卒業後も時折会合を持っていたというが、同窓会を結成するまでには至らなかった。 

明治十八年、文部省御用掛森有礼の決断によって東京女子師範学校は東京師範学校と合併して、その女子部となった結果、卒業 

生も、すでに十五年に創立されていた茗渓会に入会することになった。十九年二月の卒業生が最初の茗渓会員である。二十三年三 

月、高等師範学校女子部は女子高等師範学校として独立したが、卒業生は依然として茗渓会に入会し、選出された十名の女子役員 

が男子役員とともに会の運営にあずかっていた。三十五年には女子会員もすでに五百名を越え、独立の機運が生じたので、女子委 

員側より男女会員分離を委員会に提議し、さまざまの曲折を経て三十六年八月の茗渓会総会においてようやく男女会員の分離が正 

式に決定した。 

女子会員はただちに母校卒業者のみで団体を組織し、桜蔭会と名づけた。この時の会員数は五五一名であった。この名称の由来 

するところは、母校の校舎が湯島の高台、旧昌平黌に隣接する桜の馬場跡にあったことによるもので、母校内に仮事務所を置き、 

二十名の評議員を選出し、九月の評議員会で最初の主事九名を互選した。このなかには安井てつ、後閑菊野などの名も見える。明 

治三十六年十二月二十五日『桜蔭会々報』第一号が発行され、毎年五・九・十二月の三回発行することに決った。そして、翌三十 

七年一月に発会式を挙行し、会員は桜蔭会の成立を歓迎した。七月の総会で会の規則を決定し、十一月には母校創立三十周年を記 

念し、書籍代として五六〇円を寄付した。 

大正二年、全面的に規則の改正を行なって定款を作成し、社団法人とすることを申し合せ、翌三年文部省の認可を受けて法人と 

して発足した。定款は会の発展につれて度々改訂を重ねてきたが、昭和五年定款改正調査委員を委嘱して改正案を作成し、八年に 

認可された。この定款は第二次世界大戦後まで用いられた。 

 

第二節 関東大震災と会の対応 

 

関東大震災と東京連合婦人会 

 

大正十二年九月一日、関東大震災が発生した。大正三年に母校構内に敷地を借用して新築した桜蔭会事務所は、倒壊はまぬかれ 

たものの、続いて発生した火災で重要書類もろとも焼失した。金庫が無事であったことは不幸中の幸いで、会の残留財産は預金現 

金計三万余円であった。罹災した会員・客員数は判明しただけでも一三六人にのぼった。 

会ではとりあえず仮事務所を巣鴨文華高等女学校内に設置し、新聞広告を出して九月十七日に被災後第一回の主事会を、二十二 

日に第一回評議員会を開催して活動を開始した。 

まず九月十七日には、母校創立五十周年記念寄付金としてすでに集まっていた一三、三○○余円をさっそく母校に寄付すること 

を申し出た。これは大部分図書・ピアノなどの教育必需品の購入に当てられた。蔵書その他を母校に寄付した会員も少なくなかっ 



た。また母校生徒全員にノートその他の見舞品を贈り、会員・客員の罹災者へは見舞状と見舞金五円を贈り、会員有志より寄せら 

れた物品を罹災会員のみならず小石川方面の罹災者へも贈った。 

震災後罹災者の救済と復興のため、また諸種の社会事業を進めるために強大な婦人団体の必要が生じ、東京連合婦人会が誕生し 

た。これは桜楓会、鷗友会、矯風会、東京女子大学、自由学園その他四十余の婦人団体の連合体で、本会も十月二十二日これに 

加入し六名の委員を送って活動を開始した。東京連合婦人会には社会・職業・政治・教育などの部があったが、本会は主として教 

育部の方面に携わり、母校生徒とともに罹災者の状況調査を行ない、罹災小学校の惨状を訴えて救済の急務であることを叫び、十 

二月八日には罹災児童愛護デーを催し、市内全域で募金を行なった。この募金と有志の寄付金の合計は一三、七六三円にのぼり、 

公立小学校一一八校、私立小学校十六校にすべて配分された。なお連合婦人会の活動の一環として、小石川区内の罹災者に、布団・ 

衣類・食料などの配給を行なった。 

 

桜蔭会の対応 

 

罹災者救護の目的で、裁縫・編物を主とする実務女学校を文華女学校仮事務所で十一月二十四日に開校した。授業は土曜日の午 

後と日曜日にのみ行なわれ、学科目は修身・国語・数学が各一時間、裁縫四時間、編物が二時間であった。生徒は十五歳から二十 

五歳まで四十人あまり、無月謝・無試験であった。この学校は大正十三年三月まで継続したが、これが桜蔭女学校設立の動機とな 

った。 

会では震災後ただちに、母校および桜蔭会事務所の復興準備のため、全会員に復興資金の調達について急告を発したが、昭和九 

年一月までに総額約八一、○○○円の拠金があった。この資金の使途については、役員会において一割を母校へ、四割を事務所建 

設、三割を女子教育振興資金、一割を社会事業に、一割を本会の事業費にと決められていた。この決定に基づき、母校にプールを 

寄付し、事務所を建築し、社会事業に寄付をしたが、最大の事業は桜蔭女学校の設立であった。 

 

第三節 桜蔭高等女学校 

 

桜蔭高等女学校の設立 

 

桜蔭会の一事業として女学校を設立し、女子教育に貢献したいということは会員の多年の希望であったが、震災後の精神復興の 

一助として女学校設立計画が迅速に進められ、大正十二年十二月に設立委員十人を選出し、十三年四月開校を目指して実行に移す 

ことになった。結局前節で述べた震災復興資金の四割が女学校設立費用に充当されることとなり、また短期間ではあったが実務女 

学校経営の経験が大いに役立つこととなった。校舎設立場所は、元桜蔭会事務所のあった本郷区元町二ノ六六番地とし、隣地を借 

用して大正十三年二月十九日に東京府知事に設立認可申請を提出し、三月に認可された。ただちに仮校舎の建築を始め、設立委員 

が毎日工事進行を監督し、四月二十日までに延約七〇〇平方メートルの校舎が竣工した。 

開校に当り、校長は会員中から選ぶことが定められ、約二、八〇〇の会員の投票により、後閑菊野が初代校長に選出された。後 

閑は桜蔭会の大先輩で、明治十七年母校卒業後三十四年間母校の教官を務め、礼法および家事教育の基礎を確立した。のちに宮内 

省御用掛となり、ときの東宮妃の教育主任を務めたことでも知られている。入学定員百名に対し二百名を越す志願者があり、四月 

二十日に仮校舎において始業式を挙行し、十月十七日に新校舎が落成した。 

桜蔭女学校は敷地や資金の都合で法制上は各種学校であったが、その後順調に発展を遂げ、大正十五年四月に高等女学校に昇格 

した。 

 

桜蔭学園の現状 

 

桜蔭高等女学校はその後昭和五年には財団法人組織とし、二十六年には学校法人桜蔭学園となって今日に至っている。現在の内 

容・規模は次のようであるが、卒業生の大学への進学率も高く、入学希望者が殺到するという状況である。現校長木村都は後閑菊 



野より数えて四代目に当るが、現在、校長は桜蔭会および桜蔭学園職員会が会員中から推薦した候補者について、学園で決定する 

形式がとられている。 

敷地、各種施設、定員などは次のとおりである(昭和五十年度)。 

敷地    五、五四〇平方メートル 

校舎    五棟延一〇、二〇〇平方メートル 

普通教室  二十九 

特別教室  社会科室、物理室、化学室、生物室、音楽室、美術室、工芸室、書道室、礼法室、被服室、調理室、L・L 教室な 

ど、プール(一○メートル×二五メートル) 

生徒定員  中学校・高等学校各七五〇名 

生徒現在数 中学校七四三名 高等学校七三二名 

教員数   六十九名 

校外設備  ひばりが丘運動場(保谷市)一○、七〇〇平方メートル 浅間山荘(群馬県北軽井沢)敷地七、九二六平方メートル、 

建物二棟延三○○平方メートル 

 



第四節 母校昇格運動 

 

運動の経緯 

 

母校昇格運動すなわち東京女子高等師範学校を昇格せしめて大学とする運動は、かなり古くから行なわれてきた。大正八年頃か 

ら他学校の昇格熱が一時に勃興し、男子の大学出現は非常な多数にのぼったのであったが、女子の大学は法令の改正が面倒でかつ 

国家社会がいまだにその必要を認めるに至らず、容易に目的を貫くことができなかった。桜蔭会では単独で、また他と連携して陳 

情や建議などを行なってきたが、その昇格運動を列挙するとおおむね次のようになる。 

大正十二年 師範教育改造同盟に加わり女子高等師範学校を昇格して師範大学とすることを議決。総会で母校昇格問題を附議。 

大正十五年 佐保会(奈良女子高等師範学校同窓会)と提携し、女子師範大学昇格を衆議院議員に働きかけたので、第五十議会に 

とり上げられた。 

昭和二年  母校昇格準備委員会を設置し、全国的な組織をつくり佐保会と提携して対内的・対外的に大規模な運動を展開した。 

同  年  十一月に開催された国民教育大会(全国連合教育会主催)において「女子高等師範学校は速やかに前項師範教育に関 

する制度による師範大学に改造し、速やかにその実現を期す」との付帯決議が否決され、「我等は国民教育振興の為め速やかに 

女子高等師範学校を昇格して女子師範大学となされんことを要望す」という緊急動議は可決された。委員は文部当局・諸官庁・ 

各政党本部・新聞社を訪問した。 

昭和三年  帝国教育会内の女子教育振興委員会に委員を送り、陳情と建議を行なった。 

昭和四年  学制改革が行なわれ東京文理科大学が開設され、東京女子高等師範学校の卒業生に入学の権利が与えられた。 

昭和五年  師範教育改善促進連盟に加わり委員を送った。改善案の要綱に「七、東京及ビ奈良女子高等師範学校ハ之ヲ女子師 

範大学トスルコト」とある。 

昭和六年  文部省の学制改革案に対し、八月に本会の意見書を出した。第一回は官立女子師範大学、女子大学および女子専門 

学校設置の要望。第二回は官立女子師範大学設置の要望。九月六日、学制改革案に対する臨時総会を開き佐保会代表も出席し 

て、四項目にわたる女子師範大学特設の必要性と、決議文・建議文を可決し、文部当局・政党本部・新聞社などを歴訪した。 

九月二十六日、佐保会と合同で講演会を開催、また十一月四日の第十二回全国婦人連盟大会に女子師範大学要望の建議を提出 

し、全関西婦人連合会の名で決議文を関係方面に送った。 

同  年  東京高等師範学校創立六十年に当り、記念式典に出席された天皇から「健全ナル国民ノ養成ハ一ニ師表タルモノヽ 

徳化ニ竢ツ事ニ教育ニ従フモノ其レ奮励努力セヨ」との勅語を賜った。犬養内閣はこの勅語の意を体し、師範教育の改善をそ 

の施政方針とし、鳩山一郎文相は「師範教育制度改正要項」を発表した。桜蔭会は「師範教育調査委員会」を設置し、(イ)女 

子師範大学の内容、(ロ)文部省の師範教育制度改正案に対する検討、(ハ)文部省案についての本会の意児書、をまとめ大演説会、 

臨時総会を開催し、関係方面に働きかけるなど猛運動を行なったが、結局女子師範大学の設置は認められなかった。その後内 

閣が更迭し師範制度改正案は立ち消えとなった。 

昭和十一年  教育審議会の設立。 

昭和十五年  大学令による官立女子大学設置が認められたが、戦局が苛烈になったため実現をみるに至らなかった。 

昭和二十年  前田多聞文相時代に「女子教育刷新要綱」決定。旧制女子大学の創設と大学における共学制が定められ、七帝大 

への女子学生の受け入れが決まった。この決定直後母校の教官であった会員の阿武喜美子、湯浅年子らが実行委員となって「東 

京女子帝国大学案」をつくり文部省に提出し、省議を通過したにもかかわらず、六・三制の実施時期と重なったために、とう 

とう旧制大学への昇格は見送りとなった。 

昭和二十四年 新制「お茶の水女子大学」として発足、名称は大学であるが会員長年の希望から見ればむしろ格下げともいうべ 

きもので、大学院の設置その他、元旧制大学に比べて著しく遅れをとることとなった。 

昭和二十九年 蠟山政道学長が大学院設置準備のため本会へ協力を要請されたので、「大学院設置促進委員会」を設け、運動と設 

備充実のための募金を行ない、委員は母校の教授とともに各方面への陳情に奔走した。その結果家政学研究科、理学研究科、 

人文科学研究科の修士課程が相継いで設置された。その後本会が毎年要望していた大学院人間文化研究科(博士課程)も昭和五 



十一年に開設された。 

 

第五節 第二次世界大戦とその後の復旧 

 

女子工業教育 

 

昭和十二年に日中戦争が勃発し、男子は戦地に駆り出され、軍需産業の拡大化に伴って製図工の需要が急増した。会では紀元二 

千六百年記念事業として工業教育の推進を取り上げることを十四年の総会で可決し、定員四十名養成期間六か月の「桜蔭女子技術 

員養成所」を発足させ、桜蔭会館で授業を行なった。第三回生からは修業年限を一か年に延長し、技術・才能ともに優れた修了生 

を送り出した。修了生は六回までで三四五名をかぞえ、社会の要請に応えた。養成所の成績が優秀なため特殊学校創立を決定し、 

各方面の援助を受けて「桜蔭女子工学院」の設立が進められることとなり、二十年三月東京都より設立の認可を受け、小石川区高 

田老松町に適当な校地校舎を得て四月に開校した。 

しかし戦後昭和二十一年三月第一回卒業生を送り出すとともに廃校となった。この校地借用権と校舎は九十万円で売却され、後 

年会館再建の資金となった。 

 

会の戦中・戦後 

 

戦争末期の空襲による被災者は多数にのぼったが、そのなかには沖縄ひめゆり部隊長として戦死した親泊千代子(昭和十八年文科 

卒)および広島で原爆をうけて死亡した中島千代子(昭和二年家事科卒)らがいる。広島市外で倒壊家屋の下敷きになりながら奇蹟的 

に助かった衣川舜子(昭和十二年文科卒)は原爆症と戦いながら原爆体験手記を数多く発表している。 

戦災により会館は焼失し、会員の多数は罹災・疎開・引き揚げなどで住所も判明しなかったが、疎開者の帰京、学校の再開など 

しだいに平常に復するにつれ、母校内に設けられた仮事務所で復興の仕事が始められた。昭和二十三年に戦後はじめての総会を開 

き、会員名簿の発行も行なった。以来、おおむね四年ごとに名簿は発行されている。二十四年には母校創立七十五周年と大学開学 

記念式典が行なわれたので、会では B５判十六ページのパンフレットを刊行し記念式典のもようを報じた。戦争中、用紙の統制の 

ため発行が停止されていた『桜蔭会々報』は、世の中が安定しはじめた二十七年三月、復刊第一号を出した。六千人の会員との連 

絡と親睦のため、会員からもまた母校からも歓迎された。四ページタブロイド版で、理事の山崎ミツ執筆の題字が巻頭を飾った。 

現在は年四回発行し、海外在住の会員にも送っている。 

社団法人桜蔭会の定款は、昭和八年に制定し認可されていたが、戦後文部省の標準案が示されたので、それによって改正し、各 

都道府県に支部長を置き、支部長を評議員とすることになった。しかし総会議事の定足数が全会員の二分の一となっており、その 

実行がはなはだ困難なため、三十三年に二十分の一と改正した。この定款で今日に至っている。 

戦災によって会館を失ってから、事務所も集会も母校に間借りをしてしのいでいたが、昭和二十八年二月に母校正門左側の校有 

地に木造平屋建約八十平方メートルの旧会館を建設した。この建設費は工学院の清算財産四十万円と共済会解散による二十五万円 

のほか、厚生部の事業収入・寄付金・借入金などを含め一一四万円であった。この会館はのちに大学婦人協会や家政学会の事務所 

ともなったが、五十一年に取り壊され、附属小学校の第二校舎建設用地となった。 

旧会館は会の運営はいうまでもなく、集会に、宿泊に大いに利用されたが、いかにも手狭で、行事のたびごとに母校教室を借用 

せねばならなかったので、本格的な会館建設を要望する声が高まり、昭和三十一年の総会で提案可決し、委員会を組織して細部を 

検討し、全会員に呼びかけて募金を行ない、蠟山政道学長の勧告もあって旧会館に隣接した土地に三十五年着工した。三十六年 

開館のはこびとなった新会館は約四〇〇平方メートルの鉄筋コンクリート建で、家具、備品、書画などのほとんどは会員および関 

係者の寄付によった。この会館は現在に至るまで会員の拠りどころとして大いに利用されているが、敷地が国有地であるため建物 

は母校に寄付し、国有財産となっている。 

 

第六節 会員の業績と活動 



 

学術研究上の業績 

 

東京女子高等師範学校は、いうまでもなく教員養成を目的とする学校であったが、当時の法制下では女子の 高学府であったた 

めに研究を志す者が多く集まり、卒業後わずかに開かれた旧制大学に進学して、業績をあげ学位を取得する者も少なくなかった。 

わが国の女性博士第一号の保井コノはとくに有名であるが、昭和五十六年六月現在の会員の学位取得状況については一五三、四四 

〇頁を参照されたい。 

 

教育界における活動 

 

戦前東京女子高等師範学校の時代は、会員のほとんどが義務づけられて教職に就いたわけである。そのうち母校に就職している 

者、つまり母校がその養成訓育した教え子をどの程度採用しているかを見ると、記録によれば、昭和十五年頃は本校教授から附属 

幼稚園の保姆(現在は教諭)までを含めても全体の四八パーセントで、東京文理科大学の六二パーセント、東京高等師範学校の八六 

パーセントに比べて著しく低いことがわかる。現在ではこの割合は三二・五パーセントとさらに低下している。そのうち専任講師 

以上の教官の割合は一九・五パーセントにすぎない。 

しかし現在の会員でも活躍分野のうち も広い部分を占めるのは教育界であって、戦後昇任試験の難関を突破して、公立校の管 

理職の地位に就いた者も、東京都はじめ全国各地に見ることができる。また鳩山春子(共立女子学園)、十文字こと(十文字学園)、大 

江スミ(家政学院)、二階堂トクヨ(二階堂学園)、堀越はるゑ(堀越学園)、高橋アキ(貞静学園)、清水郁子(桜美林学園)らは学校を創設 

し、東京女子大学長の安井てつほか公私立学校の学長や校長に就任した者も少なくない。詳しくは総説を参照されたい。 

 

さまざまな分野における活動 

 

昭和二十四年に発足したお茶の水女子大学は、教員養成大学ではなくなったが、長年培われてきた伝統と、教職が女性の職とし 

て多くの恵まれた条件を持つところから、 初は圧倒的に教職に就く者が多く、その割合は教職八に対してその他二であった。し 

かし三十三年頃から五対五となり、四十九年頃の好況時には三対七と逆転した。このようにして会員はさまざまな分野に進出する 

ようになったが、やはり現在活躍中の会員は東京女子高等師範学校時代の卒業生が多い。 

文学・芸術・著作活動の分野にはとくに多くの会員が活躍しており、結社を主宰する者も、さまざまな賞を受けた者も少なくな 

い。社会活動としては、日本母親大会を創設した参議院議員の河崎なつをはじめ、大学婦人協会・家政学会・日本女子体育連盟な 

どで、しばしば会員が会長となり、その他婦人問題懇話会・全国地域婦人連合会・生活協同組合・日本基督教矯風会などの婦人団 

体で活動している者も多い。 

 

第七節 会の現況と活動 

 

会の目的と代表者 

 

会は会員相互の親睦を図り、文化の向上に役立つ調査研究を行ない、合せて広く女性の進歩発展を期することを目的としており、 

これらの目的を達成するために、会報の発行をはじめ各種の事業を行なっている。会の本部は母校構内にあるが、各都道府県ごと 

に地方支部を置き、支部長は評議員を兼ねる。本部には総務・会員・財務・文化・厚生・調査・編集の各部を置き、理事六名(うち 

常任理事一名)、監事二名、評議員七十七名(うち常任評議員三十四名)、委員若干名の役員が定款の定めるところに従って各部に所 

属し、会の仕事を分担し運営に当っている。以上の事務は、本部事務室の常勤職員二名が処理している。 

会の代表者が現在の常任理事の形になったのは昭和二十七年堀越はるゑからであるが、創立当時は主事、大正二年法人となって 

からは理事であって複数であった。現在判明しているのは以下の人びとである。佐方鎮、野口ゆか、西島富寿、春田たか、平野の 



ち、斯波安、下田たづ、戸野みちゑ、十文字こと、岡田美津、常光蓁、牧内ぢう、甫守ふみ、吉村千鶴、大江スミ、半田のち、越 

智きよ、土取信、堺さき、安井てつ、小此木まつ、馬上テル、小川淑、吉川りよ、田中やす、千葉安良、喜多見さき、塚本はま、 

市原寿見、堀口きみこ、後閑菊野、竹田みち、中沢美代、宮川ヒサ、水谷年恵(以下戦後)、山崎ミツ、堀越はるゑ(以下常任理事)、 

杉森美代子、茂木ヒイ、松元文子、松本喜美子(現)。 

 

講習会・講演会の開催と調査活動 

 

桜蔭会は定款にも見られるように、会員のみならず広く女子の向上発展を期することを目的としているので、講習会・講演会の 

開催と各種の研究調査は重要な活動のひとつとなっている。 

第一回の夏期講習会は明治三十九年に開かれ、以来今日に至るまで年中行事のひとつとなっている。テーマは時勢の推移に従っ 

て多岐にわたっているが、昭和三十二年には蠟山政道学長や中山伊知郎、菅井準一、伊藤整らの各氏を講師に招き、婦人週間の活 

動の一環として教養講座を開催し盛会であった。三十九年からは文部省の後援を得て、高等学校教師を対象とする数学と化学の講 

習会を行ない、また四十二年から現職教員を対象とするセミナーを行なってきた。現在は講演会を年三回行ない、一般からの聴講 

も歓迎し、毎回多くの来聴者がある。なお常設の講習会には、いけ花教室・ピアノ教室・竹の会書道教室・源氏物語講義・英会話 

教室・洋菓子教室があるが、その他各種の講翌会が会館を利用して行なわれている。 

戦前の研究調査を見ると、女教員に関する問題と教員問題が中心となっていたようで、さらに国民教養研究会(成人教育ともいう 

べきもの)、学制調査研究会(昇格運動につながる)などがあるが、現在は主として調査部で会員の現状と動向調査を行なっている。 

 

その他の活動 

 

第一次世界大戦後の経済変動期に、家庭経済の不安に対処するため、桜楓会の有志と共同で世帯の会を組織し、家庭経済に関す 

る知識の啓発・普及に努め、経済生活の改善向上を図るため、講演会や日用品の展示即売会などを行なったが、大震災によって消 

滅した。これは現在の消費者運動のはしりともいうべきものであろう。 

また、会では桜蔭会グラウンドを建設した。女子は学校を卒業すれば生活状態が一変して運動不足となるが、それを自覚して運 

動しようと思っても公共的な施設が著しく少なかったので、女子専用の運動場の必要性が痛感された。そこで昭和七年目蒲電鉄の 

五島専務より、約三六、OOO 平方メートルの土地の無償貸与を受け、クラブハウス付きのグラウンドを多摩川畔に建設し、十月に 

開場した。このグラウンドは附近の小学校、会員に関係のある女学校や同窓会などでよく利用されたが、九年東京府の失業対策事 

業の対象となり、水道・水源保護のため運動競技を禁じ、府の管理下に置かれることとなったため、わずか三年で休止することに 

なった。 

大正十四年十二月二十四日、会員互助と、会の事業遂行の資金を得ることを目的とすな桜蔭共済会の設立が文部大臣により許可 

され、翌年一月八日に発足した。これは全国的な組織でその後順調に運営されてきたが、戦後昭和二十一年の金融措置令により第 

二封鎖に指定され、一方諸物価高騰のため財政状態が悪化したので、二十三年に解散した。当時の会員一、九四八名は権利を放棄 

し、財産整理の結果二十五万円を会館建設資金として桜蔭会に寄付した。 

大正十二年以降、母校校長の許可を受けて、母校および附属校園の生徒・児童の必要品販売のため事務所に売店を設けた。第二 

次大戦後は昭和二十五年から母校の後援を得て喫茶部をはじめ、傍らタバコやノートも販売していたが、二十七年から学用品を扱 

う購買部として独立した。しかしその後大学に生協ができたので競合する形となり、もっぱら附属校園の生徒に利用されていたが、 

四十五年、老朽化した建物の取り壊しと人手不足のため閉鎖された。 

さらに、昭和二十三年十二月から中学生、高校生を対象とする学習会が発足した。これは会にふさわしい事業ということで提案 

可決されたもので、英語・数学・理科を週二回個人指導をたてまえとして指導したので、生徒には大変好評であったが、会場や時 

間の制約が大きく、拡張することも困難であった。これは四年程続いて閉鎖された。また三十四年七月から小学生相手の英語会も 

開設し、三年程続いたが後任講師が得られず閉鎖された。学習会の評判がよかったので並行して模擬テストを行ない、都内および 

近県の高等学校勤務の会員に依頼して三十四年一月第一回を行ない、三二〇人の参加があった。三十七年までは春秋二回ずつ実施 



し、受験者の評判がよかったが、あまり拡大は望めず、事務処理も大変なので、四十一年十二回目を 後に中止と決った。 

後に桜蔭会活動の現況について述べたい。結婚相談は昭和二十九年母校学生部長であった吉田武子の提案で設けられた。会員 

および会員の紹介者に限り配偶者を紹介するもので、主として厚生部が担当し、多くの申込者に親身な世話をして喜ばれている。 

会員の再就職の相談は四十五年以降行なわれてきたが、現在は就職情報窓口として週四回情報を提供し、相談に応じている。会の 

年中行事の主なものは、三月末の新入会員歓迎会、七月末の総会・懇親会、十月末の慰霊祭であって、そのほか毎月第二月曜日に 

常任評議員会(役員会)とそれに先立つ総務会が開かれ、会務の処理と運営に当っている。 

桜蔭会は母校に対し感謝の念を表するために、物心両穂の援助を続けている。たとえば母校創立十周年ごとの記念や開学記念に 

寄付し、また震災の復興資金、大学院の設備充実資金、図書館の充実や教育研究の施設・設備の購入、プールの建設などに協力し 

た。昭和三十九年に育英会の選に洩れた母校学生に奨学金を貸与することを決め、年々一、二名の学部および大学院学生に無利子 

で貸与している。資金は会員・役員の寄付に頼っているが、現在約四六〇万円に達し、そのうち二六〇万円を貸与している。また、 

母校理学部の臨海実験は、東京女子高等師範学校の時代から神奈川県油壺の東京大学の施設を利用して行なっていたが、千葉県館 

山海岸に候補地を見つけて独立の設備を建設することとなり、土地の入手が難航したので、大学の要請によ地元桜蔭会員が尽力し 

目的を達成した。多年の念願がかない、ここに四十五年に開所のはこびとなったのである。 

 

年表・付表・付図 

 

あとがき 

 

いま、ここに『お茶の水女子大学百年史』の校正を終えて、月並みな言葉であるが、まことに感慨一入のものがある。顧みれば、 

『百年史』編纂のことが本学においてはじめて議されたのは、昭和四十二年一月のことである。この時、準備委員会が結成され、 

昭和五十年の創立百周年記念に備えることとなり、まず、図書館内にお茶の水女子大学資料室が設置され、『百年史』編纂に必要な 

資料の蒐集・保管に当ることとなった。この資料室が、のちに、現在の女性文化資料館に発展するのであるが、その意味では『百 

年史』編纂の大きな副産物ということができるであろう。 

さて、この頃から大学紛争の嵐が日本全国に吹き荒れはじめ、本学もその例に洩れず、昭和四十年代の後半は、大学の在り方の 

再検討や、研究と教育の問い直しに多くの時間と労力が割かれ、『百年史』の完成をもって、百周年記念を飾ることはできなかった。 

そして、いま諸賢の机上に捧げるこの『百年史』の完成には、それからさらに十年の歳月を要してしまったことになる。このこ 

とは、長い編纂の歴史の一端を担った者として、心からなるお詫びを申しあげる次第である。しかし、この十年のあいだ、その任 

に当られた方々の御労苦については、ここに一言記して置きたい。 

『百年史』編纂を発議された藤田健治学長をはじめ、波多野完治、谷田閲次、市古宙三、井上茂、藤巻正生の歴代学長および、 

阿阪三郎、太田次郎、和田久徳図書館長は、準備委員会あるいは編集委員会、また刊行委員会の委員長として、『百年史』刊行のた 

めの基礎作りから公刊に至る諸難事の解決に心を砕かれた。一方、史学科の中村英勝教授、教育学科の中内敏夫教授は、御自身の 

かけがえのない時間を割かれて、総説の原稿執筆に当られた。この総説の成稿を得るために、編集委員会において検討に検討を重 

ね、加筆・訂正が繰り返され、思いもかけないほどの時間を要してしまったのである。また、各説はそれぞれの当該部局・学科そ 

の他にお願いして執筆して頂いた。これらの方々にも厚くお礼を申しあげたい。 

本書を執筆するに当って、『東京女子高等師範学校六十年史』に負うところが多くあったが、『六十年史』刊行からすでに半世紀 

を経ているだけに、その記述には多少の疑問や不明の点がないでもなかった。また、本学も罹災した、あのいまわしい戦争の前後 

の時期の記録は散佚したものが多く、筆も滞りがちであったことも否定できない。この間にあって、史学科の尾鍋輝彦、青木和夫、 

大口勇次郎の各教授や、女性文化資料館の近まゆみ、舘かおる、加藤直子助手は、執筆のための資料の博捜に力を尽した。とくに 

近まゆみ氏が助手の任を終えた後も、なおこの事業に従事し、長期に亙って献身的な努力を惜しまなかったことを明記して、その 

熱意に報いたいと思う。 

このほか、事業の進捗に沿って設けられた、準備委員会・編集委員会・刊行委員会等々の委員会の委員を委嘱された諸教官や、 

各部局の事務職員各位、また桜蔭会の皆様のお力添えがあって、この『百年史』が誕生したことはいうまでもない。一々のお名前 



を記すことはしないが、この場をお借りして、心からなるお礼を申しあげる。 

一応の原稿整理が終って、印刷作業に移ったのは昨年の夏のことである。書物の製作にはまったくの素人であるわれわれに、こ 

の一年間適切かつ懇篤な御指導、御助言を与えて下さったのは岩波書店の保延醇一氏である。また、校正には、本学三十八年卒業 

の松井浩子氏を煩わした。表組みの多い面倒な印刷を引き受けて下さった理想社の田中昭三社長をはじめとする皆様、製本を担当 

して頂いた牧製本の皆様にも衷心より感謝の辞を申しあげる。 

なお、巻頭口絵の東門銀杏並木の写真は、施設課の辺見張蔵氏の撮影になるものである。また、樋口弘コレクションの錦絵「女 

子師範学校」は、国立国会図書館の鈴木重三氏のお口添えによって使用を許可された。 後に付記して謝意にかえたい。 

昭和五十九年四月 

「お茶の水女子大学百年史」 

刊行委員会副委員長 

堤 精二 
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