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岐阜大学留学生センター紀要 2006

植民地下朝鮮の女学生

一進明高等女学校を中心に-
The Female Students during the Japanese Colonization of Korea

~

centenng around the Jinmyung Girl-s High School一

太 田 孝 子

要旨

進明高等女学校は､ 1906年4月､朝鮮が独立国としての権利を喪失していく中､ ｢教育救国｣運動

に刺激を受けた高宗皇帝の側室厳妃が弟の厳俊源を校長に開校した学校であり､朝鮮人民のみの力で

創設された最初の女学校として､現在もその伝統を保持し続けている｡進明高女は朝鮮社会に適合す

る｢婦徳滴養｣を教育方針としたため､総督府の政策に対する反発が表面化することのない学校であっ

た｡姿勢教育,正常歩指導などによる｢健母｣の育成にも力を注ぎ､温良貞淑で有為な卒業生を多数

輩出した｡進明高等女学校から内地に留学した卒業生は､李王朝の皇太子妃方子が東京渋谷区に設立

した｢鴻嬉寮｣に入寮し､茶道や習字､短歌など､ ｢内鮮一体｣を進める模範女性としての教養教育を

学ぶ場も用意された｡しかし,鴻嬉寮の生活からは単なる｢内鮮一体｣政策の具に終わらない､その

後の生き方を支えるほどの大きな影響を受けた｡

本稿では､進明高等女学校の戦前の教育活動と､内地留学を支えた｢李王家御慶事記念会｣及び｢鴻

嬉寮｣について,卒業生から得た証言を中心に記述した｡

はじめに

｢高等女学校研究会｣では､ここ20余年間､女子中等教育の実態の究明を目的に､国内の公･私

立高等女学校(以下､高女も使用)
､および外地と呼ばれた地域のうち､朝鮮､台湾､関東州､樺

太､南洋群島などの高女卒業生に対してアンケート調査､インタビュー調査､文献調査等を実施し
ン′/

ミ
ヨ /

てきたが､近年はその対象を朝鮮に絞って研究･調査を続けている｡その対象の一つが｢進明高等

女学校1)｣である｡

進明高女は､ 1906年4月､朝鮮が独立国としての権利を喪失していく中､ ｢教育救国｣運動に刺
コジョン オム ビ オムクイ ビ

激を受けた第26代高宗皇帝の側室､厳妃(後に厳純献貴妃､厳貴妃などとも呼ばれた)の志により

開校した女学校であり､朝鮮人民のみの力で創設された最初の女学校としてその伝統を現在も保持

し続けている｡進明高女に注目した理由は,梨花女子大学名誉教授鄭世華の以下のような記述に触

れたためである｡

｢一般私立女学校の草創期には,大半が国漢文教育中心であった｡例外的な場合は､厳妃が設立した姉妹校

である諒ミ甫2)と進明が設立初めに淑明は日本式教育を､進明は西洋式教育を目指したことである｡淑明の
学監は日本婦人淵滞能恵であり､その他多くの日本人教師で構成され､進明は梨花学童出身の余訣薩黄学監

と西洋人教師とで構成された｡淑明では日本語の時間以外にも日本人教師から日本語で授業を受け､進明は

主に英語で授業を受けた｡その結果､同じ掛け算2×2-4を習っても淑明は日本式に覚え､進明は西洋式

に暗唱した｡

1907年に入学して進明女学校第1回卒業生となった岸鶴珠は80歳の高齢にあたる現在でも`twotimestwo
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is four,と掛け算九九を流暢な英語で暗唱していた｡｣ 3)

以後､この記述を証明すべく資料の発掘を続けてきたのだが､進明高女の学校史からは､一斉教

育を目指したこと以外には､上述のような西洋式教育の痕跡を把握することはできず､むしろ､朝

鮮社会に適合する｢婦徳滴養｣を教育方針としたため､総督府の政策に対する反発が表面化するこ

とのない温良貞淑な学校像が浮かんできた｡それは､日本人教師が多く､実際の学校運営と草創期

の理念との間に敵齢が生じ､幾度となく激しい抗日学生連動が起こった淑明高女とは対照的でさえ

あった｡

進明の創設と同時期に朝鮮を統監､併合した日本は､ ｢内鮮一体･内鮮融和｣を名目に様々な政策

を敢行していく｡この｢内鮮融和｣の象徴とされたものが､朝鮮李王朝の皇太子fk4)と梨本宮守正
の長女岩手5)の結婚であり､この慶事を記念して発足したのが､柳原吉兵衛の設立した｢李王家御
慶事記念会｣である｡

李王家御慶事記念会は､朝鮮の女子高等普通学校(1922年の第2次改正朝鮮教育令発布以後の呼

称)や高等女学校(1938年の第3次改正朝鮮教育令発布以後の呼称)の優等卒業生への表彰を中心

事業とし､朝鮮人女子の日本国内(内地)留学の援助も開始する｡朝鮮からの内地留学生は､この

内鮮融和政策とともに増加していくが､進明高女の卒業生も同様の増加傾向を示している｡

一方､李方子は,根の母である厳妃が創設した進明高女と淑明高女からの女子留学生のために､

1940年､東京市渋谷区若木町にあった李王職長官邸を解放して｢鴻嬉寮｣という寄宿舎を創設する｡

それは､ ｢ささやかであっても､故国の若い人たちに何かしら力になってあげられるのはうれしい｣6)

と考えてのことであった｡進明･淑明両高女からの内地留学生のうち,少数ではあるが､上記二者

の支援を受け､恵まれた留学生括を送った人々が現存する｡

本稿では､当時の歴史的状況や内地に留学した高女卒業生に実施したアンケート調査､インタ

ビュー調査等を踏まえ､ ①進明高等女学校の戦前の教育活動とその特徴を李王家との関係に言及し

つつ記述すること､ ②これまでほとんど言及されることのなかった内地留学生の支援組織である李

王家御慶事記念会および鴻嬉寮について､入寮者の証言を基に記述すること､を主な目的とする｡

なお､進明高女に関しては学校史『進明75年史』の私訳を参考にしたところが多いため,同書か

らの引用には特別な場合を除いて注を付けないこと､植民地時代を対象としているため､ ｢朝鮮｣ ｢朝

鮮人｣という当時の呼称を使用すること,資料の多くは旧漢字･旧仮名遣いを使用しているが､特

別な引用以外は新湊字･新仮名遣いに直して表記すること､の3点をあらかじめ断っておきたい｡

1.進明高等女学校の教育

1)初期の学事状況

進明女学校の設立は､厳妃と弟の厳俊源7)の先覚的な志によって敢行された｡国運が徐々に傾き

民族の自主権も危うくなっていく状態を感知していた二人は､明成皇后8)の通訳をしていた梨花学

堂出身の余裸薩黄9)の進言によって女子教育に大きな志を抱き,学校の設立を構想するようになっ

た｡当時､陸軍参将正二品勲二等の厳俊源は1905年に私邸に私塾を設置し､余快感黄を迎えて塾生

に新知識を伝えていた｡ 1906年､厳妃は女子のための学校設立に着手した｡当初は孤児を収容して

教育しようと考えたが､学齢に達した一般家庭の女子を収容して普通教育から実施することに変更

した｡そして､ 1906年4月11日､昌善宮の土地を下賜された厳俊源は余挟頑黄と相談して学校開
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校を急いだ｡一方､厳妃は甥の厳柱益にも龍洞宮の一部を下賜し､明新女学校(淑明女学校の前身)

を設立させた｡進明の創立は､純粋に国民の力によって作られた最初の女学校という点で大きな意

味を持つものであった｡

校名を｢進明女学校｣と決めたが､そこには以下のような意味が含まれている｡

進は前･登･蓋を､明は文明･高明･遠望を表し､ ｢進徳啓明､進徳修業蓋聴明｣を意味した｡す

なわち､ ｢進明｣という校名は｢徳を身につけて学業を研き､自らの光で民族と国全体を明るくし､

屈することなく前進する｣という設立の理念を表明したものであった｡

しかし､開化の気風が広がり始めたとはいっても､数世紀の間､外出することも不自由だった女

子を集めて教育するのは容易なことではなかった｡当時は｢男女七歳不同席｣の厳しい慣習が依然
ヤンバン

として強く､両班の家の軒女子は外出の際には被衣を頭から被るか,駕寵に乗って下人に付き添わ

れて外出しなければならなかったため､男子校と違って女学校の開設は思うようには進まなかった｡

進明女学校は､ 8
-

10歳になった女子に小学校と同等の普通教育を行なうという趣旨で募集を始

めたが､応募者は少なかった｡親戚知人に依頼したり､直接家々を訪問して教育の必要性を説いた

りと様々な方法によって学校の宣伝に努めた｡外国人宣教師が設立し経営する学校ではなかったた

め,一般の家庭からの反応は比較的よく､苦労の末､ 70人の女子が入学した｡歴史的な開校の日は､

1906年(光武10年) 4月21日であった｡進明の設立以前の女学校は､梨花学堂､貞信女学校､培

花学堂､榎氏女学校､好寿敦女学校､進誠女学校の6校であり､これらは全て外国人宣教師が宣教

の一手段として建てた学校であった｡

進明女学校は70人の女子により開校したが､当時はまだ学制が明確に定められてはいなかった｡

1908年8月26日に｢私立学校令｣が公布されてからは､同法令に基づいて規定されることになっ

た｡これが､私立学校統制の第一歩である｡

しかし､この法令には,校地､校舎､収支予算,設立者及び教員､生徒の定員､授業料など､私

立学校設立認可の申請に必要な事項を中心に､学部(日本の文部省に相当)の権限に関する諸事項

が定められているだけで､修業年限など具体的な規定が明示されていなかったため､進明女学校は

他校の例には倣わず2年制の普通科として教育を開始した｡｢伝来の因習に捕われて自由に外出すら

できなかった女子を募集して教育するのだから修業年限が短い方が実効がある｣と考えたためであ

る｡その上､学齢にも厳しい制限がなかったため､初期卒業生の年齢を見ると同じ学年に9歳の年

齢差がみられる｡しかし､この年齢差は実際の教育上､何の支障も生じなかった｡

教育課程の面では､まだ私塾の形態を抜け切れてはいなかった｡ 1909年に枚則を制定して学校の

運営が軌道に乗るまでは､安定した教育課程の編成は難しかった｡何よりも生徒の出席が不定であ

り,計画通りの運営ができなかった｡教科は修身､国語(ハングル)と漢文､算術､裁縫(ミシン)､

手芸(刺繍)､唱歌､図画が中心だった｡ 1908年6月に行なわれた普通科第1回の卒業式では､入

学した70人のうち10人だけが卒業している｡

初期の進明女学校では学費が無料であった｡授業料はもちろん､生徒が使うすべての学用品も無

料で支給した｡また,学校に寮を設置して､寮に住みたいという生徒には寮費や食事まで無料で提

供した｡ 1907年,寮の舎監として裁縫教師柳東烈氏を任命したという記録が残っていることから､

生徒の多くは寮に入居して学校生括を送ったものと考えられる｡当時､寮の運営が可能だった理由

を3点指摘することができる｡第1は寮費と食費が無料だったため､貧しい家庭の女子でも安心し

て入学することができたからである｡第2は登校と下校の不便から解放されたためである｡普通科
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として出発はしたものの､初期には8歳から17歳くらいまでの女子が入学しており､当時の通念か

ら言えば大人といえる年齢だったため､登下校時には被衣を着､付き添いが必要であった｡そのた

め､むしろ学校に預けておく方が安心だったのである｡第3は学校を信頼していたということであ

る｡厳妃の高い志によって建てられた学校であり､運営が安定している上､教育方針も信頼できる

貴族的な内容だったため､娘を預けることができたのである｡

2年の修業年限を終えて卒業した10人の年齢は､ 12歳2人､ 13歳2人､ 14歳2人､ 15歳1人､

16歳1人､ 18歳1人､ 21歳1人である｡ 10人の卒業生のためには､中等科を設置して高等普通教

育(修業年限3年)を実施することになった｡中等科の学科目は国語､漢字､日本語､歴史､地理､

算術､理科､図画､家事､音楽､体操､修身､手芸であった｡

さらに､進明技芸科､京城女子学院などを併設したが,生徒はほとんど集まらなかった｡このよ

うな状況を､鄭世華は｢当時の全ての私立女学校は､学年の区分なしに普通から高等程度の教育を

網羅したが､高等女学校に進学できる普通学校出身女学生がいるはずがなかった｡このような問題

は､我が政府の初期女性教育政策が無計画に推進されたことを示している｡ ｣ 10)と指摘している｡

1920年代の普通学校(朝鮮人向け小学校課程のこと)の就学率が男女合わせて13. 4%という時代11)

に､進明が技芸科や京城女子学院まで併設したのは､無計画だったと判断せざるをえない｡また,

韓日併合後､一時期､多くの学校で入学者数が停滞したが､それは韓日併合という国辱を経験し､

教育までもが日本化政策のためだと受け取られた結果だと言われている｡

2)進明女学校の発展

進明高女が定員を満たしたのは､ 1922年度からである｡修業年限が4年に延長された年にようや

く募集定員を超えたのである｡それ以前の入学者の年齢をみると､ 10回までの卒業生139人のうち､

入学年齢が15歳以上の生徒数と15歳以下の生徒数は大体同数であり､中には入学年齢が23歳(1

人), 22歳(2人)､ 20歳(1人)の生徒もいた｡既婚女性2人も､特別な例外として含まれている｡

しかし､ 1922年からは学齢にあう生徒が主流になり､ 25年を過ぎると入学者は増加傾向を示すよ

うになった｡募集定員より多くの人が志願するようになったため､この頃から入学試験を実施して

選抜した｡入学競争は次第に俄烈となり､ 1920年代は2倍強､ 30年前半には3倍強となり､ 38年

からは4倍強という志願者数が記録されている｡ 1948年の4.86倍､ 43年の4.83倍が最高である｡

学校の基本財産は十分あり､創立当時は学校経費は基本財産から入る金額だけで十分だったが,

学生数が増加し､学校の施設､教員の人件費などの校費が増えたため､いつまでも無料で教育を行

なうことはできなくなった｡朝鮮総督の認可を受けた開校10年後の1915年4月1日から､授業料

を徴収し始めた｡

3)戦時下の教育

1912年､日本によって発布された朝鮮教育令によって進明の学則が制定され､その学則に学科課

程を明示して朝鮮総督府の認可を受けたが､日本の植民地教育施策によって､日本語を国語と称し､

これまでの国語を朝鮮語と称して学習するようになり､歴史は日本史と世界史は学習するものの､

朝鮮国史は教科課程から除外された｡韓民族の根源を理解できないようにしようとする日本の植民地

政策は､このように徹底していたのである｡外国語(英語)は1908年度から1911年度までは授業が

行なわれたが､ 1912年度から1921年度までは教科課程から除外された｡ 1922年度からは修業年限が
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4年に改定されたが,授業時数は従来と同様週31時間であった｡日本語の時間が6時間で一番多く､

裁縫･手芸は10時間だったものが5時間に減らされた｡また､体操科では教練を行なうようになった｡

1935年5月には男性教職員がいわゆる国民服(正式名称は国民精神総動員服)を着用するように

なり､ 1940年5月には女性教職員が国民服を着用､生徒は1942年度から国民服を制服として着用

した｡また､訓練､慰問､神社参拝､勤労動員などが学校生括の大部分を占めるようになっていっ

た｡進明の生徒も､防空訓練､神社参拝､戦勝祈願､兵舎での勤労作業､陸軍墓地の掃除作業､戸

籍整理奉仕作業,扶余神社造営工事動員､軍部から依頼された麻袋修理､パンの袋調製､軍服修理､

軍用布団の縫製､養蚕作業､ [郎直え作業､蓮の採集､雲母はぎ作業､乾パン袋縫製作業などの勤労

作業に動員され､ 1945年度初めの4ケ月半､授業はほぼ全休となった｡

1938年､新教育令により校名が進明女子高等女学校に変更され､学則が改定された｡南次郎総督

により｢国体明徴･内鮮一体･忍苦鍛錬｣という三大教育方針が作られ､皇国臣民化教育が露骨に

実行されるようになった｡この年から朝鮮語の授業が廃止となり､日本語常用を強要された｡ 1943

年3月27日､総督府令第59号として高等女学校規定が改定されることとなり､学科課程が再編さ

れた｡学校も戦時体制の教育に転換することになり､ ｢忠良有為な皇国女性の養成｣を命じられた｡

日本が太平洋戦争で苦戦を強いられると､さらに戦時教育が強要され｢国語常用の実践､服従節制

の実践､時局認識の深化､国民意識の強調､武運長久の祈願､忍苦鍛錬の実践､資源愛護の実践､

簡易生活の実践､軍人援護の実践､奉仕作業の実践｣などが叫ばれた｡授業より錬成の名目で戦時

勤労動員が実施され､学校を勤労道場にし､軍需工場化していった｡教科の勉強には余暇または夜

間を利用するという原則が通用されていく｡進明高女でも､国民総力進明高等女学校連盟､進明特

別防護団､進明高等女学校総力隊､国民貯蓄組織､勤労報告団などが次々に結成されていった｡ ｢健

康報国｣を前提とする特別錬成､体力検定なども実施されるようになり､砂4kgを背負っての往復

24 kmの行軍訓練や5
-

6日間の水泳訓練が毎年実施された｡

当時の学校の様子を､卒業生は｢5年制の男子高等学校の教科書に比べて低位であった｡年数も

4年制で大学に進学してから数学と英語が不充分であった｡朝鮮語の時間をなくして担当教師を解

任したこと､英語の基礎が不充分であったことが印象に残っている｡また､戦争中で防空訓練､軍

人の千人針､軍服の修繕で授業時間が減ってしまった｡｣と回顧している｡
ソンホヨ ン

また､後述するように､後に歌人として有名になった孫戸析は､以下のような体験を記している｡

｢4年間の在学中に､朝鮮語廃止,日本語常用､創氏改名､日中戦争拡大､朝鮮国籍者の徴兵制度及び学徒

出陣といった日韓間の歴史の上で特筆すべき出来事が相次いだ｡進明高女は李王家によって創設された､朝

鮮式の礼節を重んじる学校であった｡ 2､ 3名の日本人を除いた他の全教貞は朝鮮国籍であったため､授業は

どうしても朝鮮語の口調が支配的となり､聞いている生徒達も我慢ができずにタスクス笑い出すことがあっ

た｡ある時､こういうこともあった｡日本に修学旅行中の上級生を引率していた教師から絵葉書が届き､そ

れが授業中に紹介されることになった｡文面は`名古屋の見学を終えて､東京に向かうところ'といったも

のだったが､それを読み上げた教師は､ `名古屋'を朝鮮語と日本語を混ぜ合わせて､ `ミョン(名)コ(古)

ヤ(屋)'と発音してしまったため,教室は大きな笑いの渦に包まれた｡日本語常用令が敷かれてからは,各

教室では生徒の名簿が壁に張り出され､違反した生徒には×印を記すという徹底的な取締が行なわれるよう

になった｡

二度の留学を通じて日本の古典文学を学び､短歌をものにするまでに至りながら､現在でも自分の日本語

はどこかおかしいと感じている｡そして､その原因はこの女学校時代の不自然な日本語教育にあったのでは､

と思っている｡｣ 12)

上記のような戦時下の教育方針には､進明高女も当然従わなければならなかったのである｡
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2.進明高等女学校の特徴

1)朝鮮人主体の学校運営

進明高女は､設立当初から朝鮮人によって運営され､他校に比べても日本人教員数は少ない方で

あった｡ 1912年､朝鮮教育令による学校再認可の申請時に提出した書類では､時間講師を含めた教

員数が12名であり､うち日本人教員は3名で全員が女性教員である｡日本語の科目を指導する教員

を中心に､ 3､ 4名程度の日本人教員を採用していたが､ 1922年度から修業年限が4年に延長し､

1928年度からは8クラスに拡張したため､ 1､ 2名増員した｡

1923年､総督府は日本人教員を採用させるために､無資格教員を整理し､有資格教員を調査報告

するよう指示したが､進明では有資格教員を探して対応した｡ 1934年12月26日には､再度､京畿

道内務部長による学校職員組織改善に関する指示があった｡それは反日思想を持った朝鮮人教員を

捜索整理しようとする日本当局の意図によるものであったが､進明ではこの指示によって整理され

た教員は皆無だった｡

日本人教員の採用率は平均しても全教員数の30. 2%であり､ほとんどが女性教員である｡日本

人教員が常に半数以上を占めていた淑明高女とは大きく違い､そのため､日本人教員に対する不満

等も記録されていない｡一方､ 1915年から1928年まで小杉彦治13)が財団理事と副校長を兼務し

ていたが､総督府の意向に添うような学校運営の顧問役を担っていたものと思われる｡しかし､日

本人理事も学校の基礎が固まるに従い､ 1
-3名に減少した｡ 4代目校長からは進明高女の卒業生が

就任するようになり､自民族による学校運営の方針はますます確固たるものになっていった｡

2) ｢婦徳滴養｣をめざした教育方針

進明高女は開校以来､基本的教育方針を朝鮮の時代性と社会性に適合する婦徳滴養に置き､ ｢温良

貞淑､質素勤倹｣の二徳目を強調してきた｡そもそも｢進徳啓明 進徳修行蓋聴明｣の意味を込め

て､進明と命名したのである｡徳のない知は浮薄な人格を作りやすいとされ,品性を陶冶し婦徳を

滴養して学業を練磨することが日本の圧制に勝つ道であり､被抑圧民族の人間的屈辱から逃れる道

でもあると教えられた｡また､品性陶冶のための｢五大徳目｣として｢長者尊敬､勤労好愛､節用

愛人､温良貞淑､責任尊重｣を掲げ､指導基準とした｡社会的に活動する女性より善良な良妻賢母

型.n家庭的女性を養成することを目指したのである｡さらに､ ｢校訓七則｣として｢長者尊重､温良

貞淑､勤労好愛､質素倹約､時間利用､責任尊重､至誠奉公｣を制定し､生徒指導の基本とした｡

この校訓七則が進明高女の校風であり､進明が目指す人間像でもあった｡ ｢外来風潮に浮かず､正

義感と忍耐力が強く､また協同奉仕の精神が透徹している進明人｣の養成が目指されたのである｡

進明の卒業生であり5.代目の校長でもあった金華淳氏は､インタビューの中で｢妥協｣という語を

幾度も使いながら､進明の人間像を以下のように証言した｡

｢私の姉は京畿高女に行ったのですが､父の個性に合わなかったのです｡そんな時､李先生という長い間校

長だった方が､チマチョゴリとか味噌汁の作り方などを例に挙げながら学生を敢えているという話しを父が

聞いてきて､私は進明に行くことにしました｡私たち同期生が会ってお話をしても,この人はちょっと我が

強くて気が合わない､そんなことがありますね｡そんな時､その人に正面から何か言うことはないんです｡例

を挙げて､ちょっと考えてみましょうと｡そうして､私たちのお話が合う､みんなその提案に協力する､あ

るいは妥協する,そんなふうに私たちの友達は生きています｡それが進明の教育なんです｡私たち進明生はど

この家庭に入っても､どこの社会に行っても､そこで妥協して生活する､そんな方法を学んでいたんですよ｡｣14)
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卒業生へのアンケートには､ ｢進明高女は賢母良妻､伝統と規律を強調する教育であった｡特別

規律正しい生活を強要した程､厳しい生活教育を受けた｡学校の規則が厳しすぎたばかりでなく､

良妻賢母のしきたりや他の模範となるようしつけられ､学校の教え通りに従ったので､自分なりの

特徴が持てなかったのではないかとも思う｣､ ｢服装について制裁がひどかった｡通学には韓服で色

彩､材質､外模(スカート白線二条) 15),髪の結い方など｡校内ではブラウスとスカートに着替え

た｡他校では毛糸のセーター､洋服風の制服で羨ましかった｡進明は韓服で一貫した｡｣と,その厳

しさが記されている｡

このような教育方針は､初代校長の厳俊源が､幼年時代から漢学を学び登科の試験に合格して官

職に就いていたこと､古い時代の愛国心と民族愛を保持していたことと深く関連していると考えら

れる｡ ｢徳育｣の内実は総督府の方針とは異なるものであったのだが､温良貞淑で質素勤倹の精神に

裏打ちされた愛国心や民族愛を内に秘めながら､その時の社会の動きに妥協して生きることを教育

方針としたために､総督府との間にはほとんど摩擦が起こらなかったのだといえる｡

3)健全な女子の育成一姿勢教育､正常歩指導､運動の奨励

進明に対する評価の一つが､ ｢歩き方の正しい美しい姿勢の進明の生徒｣というものである｡体育

指導では精神教育と姿勢教育を基本に､健康な身体に健全な精神が宿ることを実証することが目的

であるかのような指導が行なわれている｡女性の健康は国民の体位向上に重大な関係がある､とい

うことが常に強調されたのである｡ 1920年代に入ると体育活動が多様化し､ 1930年代からは体育指

導が本格的･体系的に行なわれるようになり､姿勢教育に重点が置かれた｡全学年毎の体育科考査

には必ず｢姿勢｣の項目をおき､ ｢正常歩指導｣を徹底した｡そのため､校内一斉運動の時間を作

り､毎日決められた時間に教職員と生徒全員が運動場に集合し､行進しながらの正常歩訓練が実施

された｡冬季には20分間､他の季節には30分間行ない､雨天時には体育館で体操をした｡このよ

うな指導の結果､ ｢進明の生徒は歩き方が正しく美しい｣という噂がたち､ ｢後ろ姿を見ただけで進

明の生徒は分かる｣という褒め言葉までもらった｡

この指導は現在も続いており､ ｢進明の良さ､進明らしさとは何か｣という質問に､前出の金華淳

氏は以下のように答えている｡

｢進明は女性教育の殿堂だと思います｡徳性のある健康的な女性を作ることです｡いつも姿勢がピンと正し

くて,正しく歩く､どこへ行っても崩れない女性｡授業の2時間が過ぎたら､校内に自動的に音楽が流れま

す｡私たちがどんなことをしたかと言えば､みんな､運動場-行って,隊列を作って20分は音楽を聴きなが

ら歩くのです｡私たちはまた､誰もが一つの運動は一人前にできるようにします｡そして､全ての連動のルー

ルが分かるようにしたいのです｡｣

また､運動会も学校創立時から実施された｡この運動会には校長の厳俊源が深く関わっている｡

｢皇城新聞｣にも取り上げられた当時の状況は以下の通りである｡

｢1907年からは､全国的に運動会のブームが起き､民族精神滴養による方法として登場した｡女学校でも各

学校毎に運動会が頻繁に行なわれたことはもちろん,女学校連合運動会もよく実施された｡その最初が進明

校長厳俊源の発起により1907年5月に奨忠檀で開かれた女学校連合大運動会である｡主催者側では､学部に

誓願して憲兵司令部､警務庁の憲兵､巡査各20人ずつ派遣し,警護を依頼するほど厳しい警備を行い,見

物人が人山を築いた｡高宗は運動会に参席･観覧した後､多くの賞品を与えた｡運動会のブームが頂点に達

したのは1908年で, 1年間に連合運動会だけでも4月､ 6月､ 9月､ 10月と4回も行なっていた｡参加校は

淑明､進明,養閏､ボミョン､サンドン､ヨンドン､スンドン､同徳､ヤンウォン､ヨンシン､普学院など､

-25-



官立と基督教系学校を除いた大部分の私立女学校が参加していた｡しかし､運動会自体の教育的な意味が運動

会の盛況をもたらしたのではなかった｡それは､近代的な教育方法の一つとしてではなく､民族精神鼓吹の方

法として登場したからである｡｣ 16)

上記のように､運動会も｢民族精神滴養｣のために用いられたのであり､陸上競技､体操､舞踏

などが中心であった｡進明ではさらに｢進明体育日｣を設定して陸上､卓球,バレーボール､バス

ケットボールの各クラス別対抗戦を行ない､一人必ず一種目の競技に参加することを原則とし､行

事の計画､進行,記録する能力なども併せて指導した｡インタビューに応じてくれた卒業生の一人

は､ 1937年9月の運動会の200m競争で3位に入賞している17)｡進明では独特の姿勢教育､正常歩

教育などを通して､良妻賢母のみならず､ ｢健母｣になるための心身の鍛練が盛んに行なわれたので

あった｡

4)淑明とは対照的な抗日運動

進明高女でも､抗日連動が起こらなかったわけではない｡学校史には1919年の3 ･

1連動に関す

る記事は見あたらないが､進明の卒業生で､後に朝鮮で最初の洋画家となる羅意錫18)は次のよう

な働きかけを行なっている｡

｢3 ･

1連動が起きる少し前から､晶月(羅意錫の雅号)は外国人宣教師が経営する梨花学堂の学生寮の地下

室で秘密裏に申麻実羅,朴仁徳､金括蘭､申俊励､金喝利亜らと3月1日にやるべきことを議論していた｡先

ず独立宣言書を入手し､各自が教えている学校に配って女学生の参加を促そうというのが密議の主眼点だっ

た｡その結果､梨花､貞信､進明､同徳､培花､桂花女学校の学生全員が3･1運動に参加することになった｡｣19)

その結果は､以下の通りである｡

｢進明女学校では､ 3年生李正興が先輩羅意錫から独立宣言書を受け,鄭嬉魯らと3月2日寄宿舎生を動員

し京畿道庁前まで示威して戻ってきた｡当時普通科4年生であった李淑錘は光化門の方へ駆けて行って､万

歳示威に参加したが､日警に連行され,背後関係を話せという警察の審問に`鶏も時が来れば鳴く､誰が鳴

けといわれて鳴くものか･といったという｡｣20)

1929年11月に起こった光州抗日学生事件に関しては､ 『進明75年史』に以下のような記述がみ

られる｡

｢光州学生事件のとき､本校でも抗日示威があった｡校内で討論大会をして街頭示威に出ようとしたが､日

本警察の銃剣によって生徒たちが怪我をするのを防止するため､校内示威だけするよう説得した｡その時､日

本の警察たちが校内に入ってきて､抗日運動に同調していた生徒たちの服に絵の具で日の丸を付けて連行し

て行こうとした｡すると､厳俊源老校長が校門の前をふさいで｢連れていくなら私を連れていきなさい｣と

日本の警察にどなり､生徒たちに関する全ての責任を自らとると強硬に対抗して､結局1名も連行されなかっ

た｡校長先生の教育精神が進明伝統の基盤になり進明の座標になったのである｡｣

また､ 『光州抗日学生事件資料』の進明高女関係の記事からは､以下のような動きが把握できる21)｡

･

1929年12月9日､京城府内公私立学校生徒の動揺に際し検束中の檀友会幹部許貞淑をして連絡者の指名せし

めたる処､許は多少知己の関係ある者左の通り指名せり｡進明女子高普校金音全｡
･

1929年12月10日､進明女高普(引用者注一校名のみで特記事項なし)｡
･

1929年12月11日､動揺中の京城府内朝鮮人各中等学校は本日も依然多少の動揺を続け怠業状態に在るも､

特に不穏なる行動なし｡淑明､進明､梨花など9私立学校は本日より当分休校する旨発表し夫々生徒父兄に

通告せり｡

･1930年1月16日､午前9時30分､全生徒一斉に教室より校庭に出で万歳を高唱し校外に出でむとしたるも､

教師に於て之を阻止し講堂に集合せしめたるに､尚喧曝しつつありしも学校側にて極力慰撫､沈静せしむ｡

･1930年1月20日､ソウル市内各校現況を『東亜日報』 (1月21日)が集計したのによれば､淑明女高､進明
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女高など23の各校で､出席者2,624名､欠席者2,343名､被検挙者406名(うち男子271名､女子135名)と

なっている｡じつに生徒総数の半数以上が登校拒否となっている｡

･

1930年1月21日､京城府中等学校職員を以て組織の親和会貞27名は進明女学校に集合､検束学生釈放に閲

し教員を定めて陳情すべく決す｡

上記の学校史の記事は, 1930年1月16日の状況を記したものと思われる｡ 12月11日の休校がど

のくらい続いたのかは不明であるが､進明の抗日示威は教師の阻止によって直ちに沈静し､以後､

表だった動きはみられない｡これは､淑明で起きた､天長節式典拒否事件､高宗皇帝の葬儀への参

列事件､ 3
･

1独立運動(全校生徒参加､生徒7人逮捕など)､純宗王の死と万歳事件､ 1927年淑明

同盟休校事件(日本人教師の辞任､朝鮮人教員の増加など6項目を要求して4ケ月にわたって休校)､

光州学生運動(全校生が参加､過激宣伝､白紙答案の提出､主謀者4人検束など)などに表れた抗

日運動の内容とはかなり差のある動きであった｡上述した進明の校風､教育方針などから考えても､

大きな抗日運動が起こる素地はなかったものと考えられる｡

5)李王家との深いつながり

進明高女は李王家の厳妃によって創設された学校であり､李王家の支援･保護が至るところに見

受けられる｡その一つが｢李王家御慶事記念会賞｣であり､この点については後述する｡

英親王､方子妃は3度進明を訪問した｡ 1918年に三人が帰朝した時には来校せず､1月21日に淑
ヤンジョノ

明学校で帰朝歓迎会が挙行された際に､進明と養生高等学校22)の生徒たちも共に参加した｡一度

目の来校は1922年5月4日であり､盛大で厳粛な歓迎会が挙行された｡二度目は1938年4月23日

で16年ぶりの来校であった｡特別室に案内して学校の概況を報告し､校内で歓迎式を挙行した｡食

後に4年松班が教練､ 3年生がマズルカを披露した｡また､ 4年竹班が家事の実習としてお菓子を

作った｡英親王は約1時間教育活動を参観し､記念品として幻燈機1台を寄贈している｡三度目の

来校は1943年で､ 6月24日には3､ 4年生が昌徳宮前で歓迎､ 7月1日には､職貞と学生代表が校

門で迎接､ 3年竹班が教室内に作った貴賓室に案内した｡校長李世禎による学校概況報告､財団役

貞と学校数職員紹介の後､校内で歓迎式を挙行し､ 4年生の歓迎の詩の朗読､生徒全員による校歌

の合唱が行なわれた｡この校歌は､方子妃が作詞し､曲は東京音楽学校に依頼したものであり､現

在も歌い継がれているということである｡食後は茶室で4年生の茶道､作品展示重などを観覧した｡

来校記念として英親王は金一封を授与し､進明からは講師のヂ孝思が製作した｢龍｣を贈呈した｡

このような李王家との深いつながりは､生徒たちに特別な自覚を与え､また恩恵も受けた｡アン

ケートには｢学校が李王家と特別な関係であったので､生活全般が王家のしきたりを手本にした｡｣

と記されている｡また､恩恵としては金華淳氏より､以下のような証言を得た｡

｢進明は皇室が下さった畑が多いから大きな倉庫があって､倉庫を開けたら､そこに大きな瓶がざあっとあ

るんです｡そこは米で一杯でした｡他のところはみんな米がないから配給でしたが､うちの学校では寄宿舎

に米がいっぱいありました｡厳妃皇后の息子の李皇太子と方子夫人とお二人で､進明に三度も訪問なさいま

した｡私は学生として整列していただけですから､お話したことはありません｡私たちの学校は､皇太子の

お母様の厳妃が下さった土地がたくさんあったので､ご飯の代わりにお粥を食べたことはありません｡です

から､私たちはちょっと他の学校と違うんです｡｣

進明高女の生徒の多くが上流家庭から来ていたことも事実である｡母親が進明の教師をしていた

という吉田多江は､次のように記している｡

｢李王家が朝鮮の上流家庭の子女を教育する学校が必要だということで､進明女学校が作られました｡朝鮮
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で最初の女学校です｡国語を教えてほしいと母が声をかけられたんです｡生徒は王族などの上流階層の娘さ

んたちで皆優秀な人たちでした｡彼女たちの家に連れられて行って大門が開けられますと､たくさんの使用

人たちが庭の両側にずらっと列をつくって並んで,丁寧にお辞儀をして迎えてくれるんです｡家に入ると食

卓にいっぱいのご馳走が運ばれてきて､その家の娘さんといっしょに食べるんです｡食器はみなびかぴかに

輝く真魚製の食器でした｡大きなボサムキムチが花のようにきれいでした｡彼女たちの黒色のチマチョゴリ

(生徒の正装)を着た姿は､とてもすてきで品のよいものでした｡正月にはセクトンチョゴリ(五色の華やか

なチマチョゴリ)を着て､その上に黒い羽織を着て私の家に挨拶に来ました｡座るときは､羽織を両側に

ちょっと開いて中の華やかなチマチョゴリがチラッと見えるようにして座るんです｡彼女たちはいつも丁寧

で静かにしていまして､その身の振る舞いも態度も本当に上品で優雅でした｡彼女たちは日本語が上手で､私

のことを妹のように可愛がってくれました｡彼女たちからは刺繍をよく教えてもらいました｡｣
23)

李王家が創設した学校であり､その教育方針に賛同した家庭の女子が多く集ったことが､問題な

く教育方針を遂行させていき､進明の校風を作り上げていく土台となったのだといえる｡

3.内地留学生への支援の様相

1)柳原吉兵衛と御慶事記念会

進明高女の第1回-20回(1930年3月)までの卒業生稔数477人の卒業後の進路は､家事従事

者252人､教員123人､上級学校進学40人､官公庁･銀行･会社10人などであり､内地留学は21

人と記録されている｡朴宣美の調査によれば､朝鮮からの女子留学生は､ 1910年はわずか34人で

あるが､ 1920年145人､ 1930年215人､ 1939年に1,192人と千人を超え､ 1940年1,707人､ 1941

年2,207人､ 1942年2,947人であり24)､留学生数の増加は内鮮融和政策の推進､定着､完成期と符

合する｡ここでは､進明高女の卒業生を含む内地留学生の支援の様相を検討する｡

柳原吉兵衛は1858年､具足屋をしていた富豪商人の長男として大阪堺市に誕生した｡家督を相続

した翌年(1879年)には堺商法集会所の議員になり､地域の有力者とともに青少年に英語､簿記､

算数などを教える講習所を設立したこと等により､地域の経済発展を目指して活躍する少壮実業家

として周知され始めた｡しかし,衣類販売業に失敗したことをきっかけに､聖公会聖テモテ教会で

洗礼を受け､家業を染色業に変えて96年には堺市に大和川染工所を創業する｡染工所は大阪紡績株

式会社の染工部門として陸軍軍服の加工に関係し始めたことにより､日露戟争時には大きな利益を

得､さらには､日本綿布の海外輸出のための染色･漂白という民需も手伝って関西地域における代

表的な染色工場へと成長を遂げる｡

一方､柳原は､堺実業孤児院の設立時(1892年)から社会事業にも率先して関わり､ 1907年に

は､染工所に｢克己団｣という労使共同団体を結成し､雇用労働者や地域住民に対する救済事業を

実施していく25)｡ 14年4月には､大阪府知事大久保利武によって結成された｢救済事業研究所｣に

参加し､ 24年には大阪府方面委員に任命され､以後､様々な社会事業･教育事業を展開して行くこ

とになる26)｡ ｢朝鮮｣との関わりは以下の通りである｡

1906年5月､紡績業界の私設経済視察団の一員として初めて朝鮮と満州へ渡った折､柳原は日本

人の朝鮮人に対する態度や無法な振る舞いに衝撃を受け, ｢内鮮融和｣のためには､民間の役割強

化､朝鮮人との接触･交流という方法が重要であるという確信を持つに至る｡以後､企業経営者と

しては同工所の-割を超える朝鮮人労働者の雇用27)を実現し､キリスト者としては｢朝鮮人との

友好｣を築いていく｡また､地域財界の指導者としては､在日朝鮮人問題を大阪地方における最大

-28-



岐阜大学留学生センター紀要 2006

の社会問題と認識して｢内鮮協和会｣を結成､朝鮮人児童を対象とした夜学会を開設､御大典にあ

たっての優良朝鮮人の表彰､映画会開催等を通し､当局の意図にそった形で朝鮮人の組織化･教化

のための諸活動に尽力していく｡

柳原の活動は, ｢右で実業左で社会事業､朝鮮の柳原さんか染工場の柳原さんかと詣はわる泉州堺

の篤志家｣ 28)と評されているが､中でも最も力を注いだ活動が｢教育｣であり､女子留学生の支

援であった｡柳原の活動を支えた女子教育観は以下の通りである｡

｢いずこの民族にしても女性は母となって次期の国民を育てるものである｡ (略)先ず､少女たちの公立女

学校に学ぶ者たちから向学心をつよく助長し､日鮮両民族の心からの融和を理解させることである｡それは

やがて母となる者であり､また上級学校を志す者は指導の任に当たる教育家となるのだから,斯ういう女性

教育こそ重要視すべきだ｡｣ 29)

柳原の考える｢内鮮融和｣の精神を女子教育の場で生かそうとして創設したものが, ｢李王家御慶

事記念会｣である｡ 1920年4月28日､英親王根と梨本宮方子の結婚を記念して､柳原吉兵衛は地

域の有志を集め､財源を負担し､ ｢李王家御慶事記念会｣を結成して同会の会長に就任した｡ ｢李王

家御慶事記念会趣意書｣ 30)には､以下のように記されている｡

李王家御慶事記念会趣意書

李王城殿下卜梨本宮方子女王殿下トノ御慶事ハ国民二取リテ忘ル事ノ出来ナイ慶賀スベキ歴史的盛典デア

ル､此御慶事ヲ永久二記念セントテ｢御慶事記念会｣ヲ創設シ左ノ規則ニヨリ慶賀ノ実ヲ挙ゲンガタメ､広

ク大方ノ賛助協力ヲ巽望シマス

李王家御慶事記念会規則

1.本会ヲ｢李王家御慶事記念会｣ト称ス

2.本会ハ御慶事ヲ永久二記念スル目的ヲ以テ大正九年四月二十八日御慶事ノ佳日二設立ス

3.何人卜謂モ入会シ得 但シ本会役員及会員ノ紹介ヲ要ス

4.本会ハ毎年四月二十八日即チ御慶事アリシ日ヲトシテ記念集会ヲ開キ名士ヲ樗シテ講演会ヲ催ス

5.朝鮮ノ高等女学校,女子高等普通学校及其レ以上ノ学校ノ最優等卒業生二賞牌ヲ贈与スルコト 但シ上記

ノ学校以外ノモノニテモ必要卜認ムル時ハ授与スルコトアルベシ

6.内地ノ学校二勉学スル朝鮮学生ノ後援ヲナスコト 其他必要二応ジテ事業ヲ起スコトアルベシ

7.本会ノ費用ハ役員ノ寄付ニヨリ支弁ス

8.本会二左ノ役員ヲ置ク 会長一名 副会長一名 幹事若干名 顧問数名

9.役員ハ総会二於テ選挙シ其任期ハニケ年トス

10.毎年一回総会ヲ開ク

同上趣意書5に従って実施されたものが､朝鮮の女子高等普通学校や高等女学校の優等卒業生-

の表彰である｡表彰の目的は｢内鮮融和親善の精神高揚｣であり､朝鮮の指導的立場に立ちうる女

子に対して記念品等を贈ることであった｡以後､ 1942年までに同会から表彰された朝鮮人女学生は

1,048人に達し､その中の内地留学希望者に柳原が入学の世話をした数は80余人だといわれている

31)｡これまで実施したインタビュー調査では､ 1人から｢1936年に卒業する時に『李王家御慶事賞』

というのを私に下さったの｡優等賞なのよ｡李王家が関係して差し出す賞｡それがこんな大きな銀

貨だったんですよ｡この銀貨は朝鮮動乱でなくしてしまった｡ ｣32)という証言を得ている｡また､

進明高女では､ ｢在学中4年間続けて優等生であり卒業成績が一番の学生が授賞した｡その生徒には

卒業時に記念賞牌と奨学金が副賞として与えられ｣, 1922年3月から45年3月までにこの賞を授賞

した者は24人を数える33)｡ 1922年12月､柳原は同会会員に宛てて｢去四月末王世子殿下妃殿下
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と御同列で御帰鮮になりました節御成になった高等女学校の最優等卒業生に会長の手から記念メダ

ルを贈りました事を御報告申し上げます｣という手紙を送っているが､同会の権威ある活動であっ

た事が窺える文面である｡

同上趣意書6に従って実施されたのが､女子内地留学生-の援助である｡柳原の活動は主に朝鮮

の女子高等普通学校などの優等卒業生の一部を奈良女子高等師範学校(以後､女高師)等に入学さ

せ､奨学金を提供し､日常生活の援助も行なうという形で実施され､既述のようにその数は80人を

超える｡奈良女高師に学んだ朝鮮人留学生は47人(他､中途退学者8人)と記録されているが､そ

のうち進明高女からの留学生は3人34)､うち朴容卿1人が李王家御慶事賞を授賞し､卒業後は母校

の教員になっている｡

女子留学生は､週末(平均月1回)や帰省･帰校の前後､正月､柳原家の行事(結婚式など)､そ

の他機会あるごとに柳原家を訪問して日本の家庭生活や風習を体験した｡時には柳原の家族と宝塚

の観劇や展覧会に同行し､帰校の際には土産をもらって帰り､寄宿舎等の関係者に配ることもあっ

た35)
｡柳原は女子留学生が日本に到着した時から､卒業して帰朝するまでの援助･交流のみなら

ず､帰朝後の書簡の遣り取りの他､ほぼ毎年訪朝し､卒業生との親睦会､勤務校訪問などの交流を

続けたのである36)｡

また､柳原は社会名望家との接触による留学生の精神指導にも積極的であり､女子留学生と朝鮮

総督や知事との交流の場を設けた他､以下に記すように､皇室や朝鮮王室との接触の場も度々用意

した｡

1924年11月30日:皇后の堺市行啓を奉迎, 25年5月10日:奈良女子高等師範学校朝鮮人学生の作品を天

皇の銀婚式へ献上､ 26年3月1日:大阪駅で李王世子一行を送迎､ 26年12月:奈良女子高等師範学校朝鮮

人学生の｢聖上陛下御悩御平癒の祈り｣の集まり､27年5月26日:李王の西欧訪問に際し神戸港で送迎､ 28

年4月9日:欧州より朝鮮に帰国する李王を神戸港にて送迎､ 29年10月27日:李王拝謁､ 30年3月:奈良

女子高等師範学校朝鮮人卒業生の作品(人形)を皇室に献上､ 30年9月27日:朝鮮に帰国する李王を大阪駅

で送迎､ 32年10月29日:李王を京都駅で送迎､など37)0

柳原のこのような行為を､朴宣美は｢留学生に天皇思想を直接注入しようとするよりは､皇室と

関わりを持つ臣民の"喜び"を味わわせるために､行啓の奉迎､献上などの儀礼的な行事を行なう

事を重要視していた｣ 38)と評しているが､柳原の諸活動は､まさに朝鮮総督府による表面的な｢文

化政治｣政策の展開と｢内鮮融和｣という政治課題に､民間人の立場から呼応したものだったとい

える｡

柳原は｢李王家御慶事記念会｣を設立した事により､朝鮮総督斎藤実(第3代および5代総督､

在任期間は1919年8月12日-27年12月9日および29年8月17日-31年6月16日)に知られ

ることとなる｡関東大震災直後､大阪を訪問中の斎藤総督と協議した柳原は朝鮮に渡り､全土で集

会を開いて留学生の保護者に震災で朝鮮人が被害を受けた事を謝罪し､子弟の日本での学業を奨励､

それ以後,上述したような活動を以前にも況して活発に展開して行くのである｡柳原の影響は､植

民地初期に樹立された統治目標の内鮮一体政策､一視同仁政策を次々に完成させた南次郎(第7代

総督､在任期間は1936年8月5日-42年5月28日)にまで及んだといわれている｡

2)鴻嬉寮

鴻嬉寮は､ 1940年､李王妃方子によって東京市渋谷区若木町11番地7の李王職長官邸に朝鮮人
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女子留学生のための学生寮として創設された｡方子の自伝『流れのままに』には､鴻嬉寮の設立が

｢紀元二千六百年｣を記念したものであることが記されている｡

｢この年はちょうど紀元二千六百年で､十一月十日に記念式典が挙行されるのを機会に､かねて計画中だっ

た在京の朝鮮人女子留学生の寮｢鴻嬉寮｣を発足させ､ 11名の方たちが入寮されました｡李王職長の官舎だっ

たのを利用したもので､ささやかではあっても､故国の若い人たちに何かしら力になってあげられるのはう

れしいことでした｡｣ 39)

また､当時､東京女子高等師範学校に在学していた荏恵淑(淑明高女卒業)は､鴻嬉寮設立の経

緯を以下のように記述している｡

｢1940年8月､東京市内にある李王家から知らせが来た｡李方子女史(当時は李王妃殿下)が東京に留学中

の韓国人女子大学生を招請したいということで､李王朝と関係の深い淑明高女と進明高女出身の大学生が選

ばれて､当時の渋谷区若木町の李王職長官邸に集合することになった｡互いに通っている大学が違うために

知らずに過ごした人々だったが､私たちは永らく別れていて再び出会った古い友達のようにお互いにその出

会いを喜び合った｡李方子女史は集まった私たちにこの上ない関心をお示しになり､お互いにノスタルジア

に胸を痛めている不便な事情を以前からお聞きになっておられて,このたび李王職長官邸を解放して鴻嬉寮

という寄宿舎を設立なさりたいとのお考えを伺うことができた｡食生活の安定は無論のことだが､特別に教

養担当の寮母として関屋夫人(前韓国学務局長夫人)をお選びになり､さらに舎監一人と女中一人をつけて

くださって鴻嬉寮が完成し､この日集まった私たちは喜んでこの生活を受入れ､そこでの私たちの新生活が

始まった｡｣ 40)

鴻嬉寮は200坪程度の敷地に建てられた日本式家屋で､若木町の周囲は静かで省線(現在のJR山

手線)の駅からも遠くない場所にあった｡庭が広く､玄関を入ると大きな応接間があり､ 8畳程の

食堂､ 12畳の畳の部屋､廊下を曲がったところに8畳と6畳の部屋､他に舎監(西森寮監)とお手

伝いさん用の部屋､ 2階には12畳と8畳の部屋があった｡寮生は13人-15人で､ 1部屋を2-3

人で使用した｡全員が淑明高女と進明高女の卒業生であり､特例として京畿高女の卒業生1人が入

寮したこともある41)｡寮生は､東京女子高等師範学校(現､お茶の水女子大学)､帝国女子医学薬

学専門学校(現､東邦大学)､帝国女子専門学校(現､相模女子大学)､日本女子大学校(現､日本

女子大学)､東京女子医学専門学校(現､東京女子医科大学)などの留学生であり､それぞれに個性

のある､良い意味でのプライドを持った人々であった｡この寮生たちを,前出の関屋夫人､宇佐見

ケイ(李王家職員､後に女子学習院幼稚園主務)といった｢教養担当の寮母は､上手に導いて下さっ

た｣という回顧談を聞いた｡

1939年当時､寮費は23円で､帝国女専の寮費と同程度であったという証言もある42)｡しかし､

鴻嬉寮は李王家から物心両面にわたって支援を受け､寮生は暖かい家庭的な雰囲気の中で食糧難の

時代にも関わらず恵まれた食事を饗され,特別面倒な規則もなく伸び伸びとした寮生活を送った｡

｢お嬢様､行ってらっしゃいませ｣ ｢お嬢様､お帰りなさいませ｣といわれる度に､身が引き締まっ

たという｡挨拶の仕方や正座などの日本の行儀作法を教えられ､時期によっては毎朝7時に宮城遥

拝を行なったこともある｡時には李王家官邸(千代田区紀尾井町)から招待を受け､茶菓をいただ

き､広く美しい庭園を廻りながら楽しい歓談の時を過ごした｡寮生一同が同じ色の長いチマを挑え

て参上し､母国の歌を合唱し43)
､談笑したこともある｡方子妃から｢韓国を代表する模範生とし

て､祖国のために今は勉強に励んでください｣との訓話もあった｡関屋夫人や宮内次官夫人の厚意

で軽井沢の別荘に招かれたこともある｡一つ一つが貴重な体験であり､寮生各自の心に深い思い出

を刻んだ｡

｢毎年､李王殿下､妃殿下の誕生日には花屋で素晴らしい花束を選んで､赤坂御殿を表敬訪問した他､梨本
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宮家､松平宮内大臣家､皇族家にも寮母の案内で訪問した｡開寮記念日には各皇族､寮監､顧問の面々の訪

問があり､寮生一同は静まり返った貴賓の面前で昼食を取ったが､これらのことはその後の人生において貴

重な体験となった｡｣ 44)

鴻嬉寮では日本の良さを寮生に身につけさせることを一つの方針にしていたため､様々なプログラ

ムが用意された｡寮生活は茶道や習字､短歌などを学ぶ場ともなった｡寮の顧問である研富照子45)

によって歌の会が開かれることになったものの､集められた寮生は一人抜け､二人抜け､師の側に

いた孫戸析(進明高女､帝国女子専門学校卒)だけが取り残されてしまった｡日本的なるものへの

同化を危倶する他の寮生たちは､短歌の勉強を日本精神を吹き込もうとするものとして強い反発を

感じ､参加を拒否したのである｡こうして始まった桝富との個人レッスンを通し､戸析は歌の道に

導かれ､佐佐木信綱にも師事することとなる｡信綱に｢途中で止めるな｡日本の歌のまねをするな｡

朝鮮人として誇り高く自分らしい歌を作るように｣と励まされた戸析は､後に､ 『戸析歌集』『無窮

花 第1-第5集』など多くの歌集を出版し､ 1998年1月には韓国人として初めて宮中歌会始に招
シ ン ヨ

かれ､チマチョゴリ姿で参列した｡ ｢韓国にはハングルという立派な文字があり､詩調という素晴ら

しい詩型もある｡孫さんは朝鮮人であることをゆめ忘れてはいけない｣など苦言を呈されることが

多かったが､戸析は､同世代の人々は､戦前に｢母国語を無視した教育を押し付けられたことを最

大の不幸だったと嘆くが､日本語教育は運命と割り切り,身につけた日本語を通して､戦後半世紀

にわたって激しく生きてきた韓国民の哀感を歌いたいと願い､それが自分の使命ではないかと考え｣

46)歌の道に精進してきたのである｡

鴻嬉寮は､李王家の設立になる進明､淑明高女出身の優等生に入寮が許可されたように, ｢内鮮一

体｣を進める模範女性を育成するところにその趣旨があり､上述したような教育プログラムを用意

されての生活であった｡しかし､それは単なる｢内鮮一体｣政策の具に終わらず､寮生一人一人の

歩みに大きな影響を及ぼす体験であったことが､以下の回顧談にも残されている｡

｢留学生活の慰めともなり,また茶道などの稽古ごとを習い覚える機会ともなった｡｣ 47)

｢鴻嬉寮に入っているということで､模範生にならなければならないという気持ちと､韓国を代表している

という自負心がありました｡毎朝7時に宮城遥拝をして最敬礼するなど日本の教育に忠実でありながらも､韓

国のために尽くしたいという気持ちを強く持っていました｡李殿下にお会いした折などに､私たちは祖国の

ために尽くしたいという気持ちを強くしたのです｡寮生活は恵まれていました｡今振り返ってみますと､鴻

嬉寮の生活は教養と精神教育の面で生涯の糧になったと思います｡｣ 48)

結び

『進明75年史』の翻訳を開始してからも､進明高女に対する関心はそれほど深まらず､文献も見

つからず､その像が刻めないという状況が続いていた｡しかし, 2003年9月初旬に幾人かの進明高

女の卒業生に直接お目にかかり､インタビューをさせていただいて以降､学校史の記述が生き生き

としたものになっていった｡ 80歳前後になる卒業生たちの穏やかな語り口､姿勢の良さ､歩き方の

きれいなこと-それらは､まさしく進明の婦徳滴養､温良貞淑､姿勢教育､正常歩指導などの教育

方針を具現するものであり､こちらの姿勢も正される思いであった｡ ｢賢母良妻｣教育は､ ｢健母｣

の育成を目指したものでもあったことを目の当たりにしたのである｡

また､内地留学を経験した卒業生との出会いにより､ ｢鴻嬉寮｣や｢李王家御慶事記念会｣などに

ついても調査する必要を感じるようになった｡これらは女子留学生-の援助という名目で｢内鮮-
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体｣の一翼を担うものではあったが､既述のように､為政者の意図を越える影響を各人に与えていっ

た｡進明高女で培われた姿勢は､鴻嬉寮における生活､李王家等への訪問､文化人との交流などを

通して､さらに強固なものとなっていったことも判明した｡学校教育は､時代や社会の諸々の影響

を受けざるを得ない営みであるが､校風というものをこのように具現している卒業生を送り出した

女学校､その一つが進明高女だということを実感させられる遊近であった｡

柳原吉兵衛の関西における活動については､朴宣美によりその全貌がほぼ明らかになってきたが､

今後は関東における活動の解明に向け､調査･研究を続けていきたいと考えている｡

注

1)進明高等女学校に関しては､拙著｢植民地下朝鮮の進明高等女学校｣ (『日本植民地時代にお

ける朝鮮の高等女学校に関する実証的研究』平成15
-

16年度科学研究費補助金研究成果報

告書所収､ 2005年)､ ｢進明75年史｣ (高等女学校研究会プロジェクトチーム編『戦前の女子

中等教育の研究一高等女学校に関する調査資料No.10』所収､2004年2月)などを参照されたい｡

2)淑明高等女学校に関しては､拙著｢解説『淑明90年史』一開校期から戦前を中心に｣､ ｢淑明

90年史抄訳｣ (高等女学校研究会プロジェクトチーム編『戦前の女子中等教育の研究一高等

女学校に関する調査資料No.9』所収､ 2002年3月)､ ｢植民地下朝鮮における淑明高等女学校

一抗日学生運動を中心に｣
(『岐阜大学留学生センター紀要』 2002年号､ 2003年3月)を参

照されたい｡

3)鄭世華｢韓国近代女性教育｣ (梨花女子大学校韓国女性史編纂委員会編『韓国女性史Ⅱ』所

収､ 1972年)を私訳後､高等女学校研究会プロジェクトチーム編『戦前の女子中等教育の研

究一高等女学現に関する調査資料No･7』(2000年3月刊)に掲載､ p･102
ウン コンヨン

オム ヒ

4)名前は根､父高宗､と母厳妃､ (根を出産した二日後に貴人となり､厳貴妃となった)の息
スンジョン

子として誕生した｡純宗王(高宗の第二王子で皇后から生まれ,高宗の次の王となった)の
ヨンチンワン

腹違いの弟であり､第四王子にあたる｡ 1900年に英親王になり､ 1907年に皇太子となった｡

同年12月､韓国の統監となった伊藤博文によって11歳の時に強制的に日本に連れて来られ､

教育を受けた｡日本の梨本宮の長女方子と政略結婚を強いられ､方子を王妃として迎えた｡
ユンヒ

1910年国権を奪われ､隆皇帝が廃位してからは｢王世子｣と呼ばれ､ 1926年に純宗が亡く
イ ワ ン

なってからは｢李王｣と呼ばれるようになった｡日本の陸軍士官学校､陸軍大学校を卒業し､

陸軍中将になった｡ 45年8月15日に国を取り戻した後は王族としての身分を失い､在日韓

国人として登録されたため､苦難の歳月を過ごし､ 1963年11月に56年ぶりに帰国した｡脳

血栓と脳軟化症で既に意識のなかった李根は､国の土を踏むことなくそのままソウルの聖母

病院に直行､約7年間を病床に過ごし一生を終えた｡

5)峯嵩芋は､明治天皇の甥の梨本宮守正王の長女で昭和天皇裕仁の妻に決まっていたが､学習
院で学んでいた15歳の時､ ｢李王世子の御慶事一梨本宮方子女王とご婚約｣との新聞記事を

チン

目にし,自分の婚約を知った｡ 1920年､英親王と結婚して皇太子妃になった｡翌年､息子晋

を生んだが､ 22年に初めて訪朝した際に突然晋を失うという悲しみを経験した｡ 1931年に
ク

息子玖が誕生し平穏な生活を送っていたが､ 45年には日本の皇室から離脱され､全財産を没

収された｡苦労の末に､ 63年に意識不明の英親王とともに韓国に帰国した｡前年の62年に

韓国国籍を取得した後､ 63年から82年まで身障者のための｢復活協会｣副会長､ 65年には

｢慈行会｣ ､ 88年には｢ソウル七宝研究所｣を設立､ 1967年から86年まで社会福祉法人
ミョンフィワン ミ ヨンへ

｢明峰園｣の理事および総裁､ 82年｢明恵学校｣の理事および総裁など､英親王の遺志を継

いで､苦しい生活の中にあっても精神薄弱児教育､身障者などの生計維持のための技術教育
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に心血を注いだ｡方子は､政略結婚の相手にされ犠牲になったが､ ｢私の祖国も､私が埋葬さ
チャンドックン ナクソンシェ

れるところも韓国である｣という信念で奉仕を続けた｡ 1989年5月11日､昌徳宮の｢楽善斎｣

で悲運の一生を終え､ 5月19日に京畿道ナンヤンジュ市に埋葬された｡ソウル特別文化賞､

赤十字博愛賞､ 5･ 16民族賞､国民勲章､牡丹賞､ソッパ賞などを受賞した｡著書に『歳月よ

王朝よ』 (三省堂)､ 『流れのままに』 (啓佑社)､ 『動乱の中の王妃』 (啓佑社)がある｡

6)李前掲『流れのままに』 (啓佑社､ 1994年)､ pp.143- 144

7)厳妃に進言し､進明女学校を設立して初代校長に就任した厳俊源は1855年3月26日に生ま

れ､賛政の位を贈られた厳鎮三の養子に迎えられたため､厳妃と兄弟関係になった｡慶州金

氏との間に一男二女を儲けた｡幼年に漢学を修学し､登科の試験に合格して官職を勤めた｡

その後､教育に関心を持つようになり､進明女学校創立後は官職を辞して教育に専念した｡

元々､愛国心が強く､民族愛に燃えた人物であった｡開校後は女学生に父親のような愛情で

接し､民族の自主思想と開化思想を教え悟らせるために専心努力した｡
スンジョン ミ ン ビ

8)第26代高宗皇帝の正室で､第27代純宗の母｡皇后になる前は閏妃と呼ばれた｡ 1895年10月
ウ ル ミ

8日､ ｢開妃事件(韓国では乙末事変という)｣で殺害された｡

9)進明女学校設立を実務的に推進した人物は､当時の新女性余挟稽黄である｡余挟稽黄は1874

年慶北の宜寧に生まれ､幼いときから開化に関心があった｡キリスト教にも特別な関心を

持ってソウルに行き､ 1892年私立の李花学堂に入学した｡ 1年間スクレントン女史から教育

を受け､翌1893年に普救女学校に移った｡普救女学校でキリスト教的な新教育を受けなが

ら､朝鮮人女性の教育について考えるようになった｡ 1900年､普救女学校の教師になり看護

術の授業を担当しながら､明成皇后の通訳としても活躍した｡普救女学会の会長また女子青

年会の会長を務めながら､キリスト教の伝道と女性教育事業に専心努力した｡ 1900年に創立

されたこの会は｢保護会｣という名称の新教監理派の婦人団体(貞洞第一教会内に設置)で､

63人の会員を有する婦人慈善団体であった｡梨花学堂初期出身者である黄挟稽が組織し､幹

部のほとんどが梨花学堂出身であった｡この会は1919年まで活躍した｡一方､厳妃及び厳俊

源と教育問題について論じるようになり､ 1905年には厳俊源に招かれ､達城尉官に設置され

た私塾で教育を始めた｡同年には日本の教育状況を視察し参考にするため京都､東京などを

旅行した｡日本から帰国後, 1906年4月､私立進明女学校が開校されると総教師に任命され

た｡当時､女性の身で学校の基礎を作るということは大変なことであり､多くの人々から非

難も受けたが､それに負けず女権の伸張は教育から始まると考え､進明の発展に努力した｡

韓日併合後も数年間在職して学校の運営に参与したが､財団が設立されて日本人の理事と委

員が決まったため､教職を辞任した｡

10)鄭世華｢女性教育｣ (韓国精神文化研究院『韓国近現代教育史』､ 1995年)を私訳後､高等女

学校研究会プロジェクトチーム編『戦前の女子中等教育の研究一高等女学校に関する調査資

料No.7』 (2000年3月刊)に掲載､ p.131

ll)金成植『抗日韓国学生運動史』 (高麗書林､ 1974年)､ p.180

12)北出明『風雪の歌人 孫戸研の半世紀』 (講談社出版サービスセンター､ 2001年)､ pp.22-23

13)小杉彦治は､ 1879年から26年間､日本で小学校教員をしていたが､ 1906年4月に朝鮮から

招請を受けて渡韓､学部で事務官として勤務した｡韓日併合後は､朝鮮総督府発令で官立漢

成高等学校の校長職務代理､京城女子高等普通学校の教員､朝鮮総督府の視学などを歴任､

1912年に財団法人進明女学校理事､財団法人淑明女学校幹事､ 1913年淑明女学校理事を兼

任､ 1915年12月､進明女学校副校長兼務､ 1916年養生高等普通学校副校長を兼任した｡ 1928

年3月に病気療養のため副校長を辞任し､財団の有給理事となった｡

14)
2003年9月2日､ソウルにおけるインタビューより引用.詳細は｢金畢淳氏および鄭世華氏

インタビュー｣ (高等女学校研究会プロジェクトチーム編『戦前の女子中等教育の研究一高

等女学校に関する調査資料No.10』､ 2004年2月刊所収)を参照されたい｡
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15)進明では､白線2本を通学服のチマ(スカート)の下端につけていた｡その白線2本は進と

明を意味し､また純潔と正直も意味した｡一説によると､その白線を初めて制服に付けるこ

とにした時､厳妃によって設立された三つの学校(養正､進明､淑明)の創設順に､養正は

1本､進明は2本､淑明は3本付けるようになったといわれている｡現在､その白線を､養

正は制服の上着の袖のところに1本付けており､進明は右の胸に付け､淑明は廃止した｡

16)鄭前掲｢韓国近代女性教育｣､ p.104

17) 『進明一時局認識号』､ (進明女子高等普通学校刊､ 1937年)､ p.175

18)羅憲錫は､ 1913年3月の進明の卒業生であり､韓国の女性としては初めての洋画家として知

られている｡学校史には｢学籍簿を見ると､学科成績が各科目10点満点と記載されている｡

そして1､ 2､ 3学年の成績をさらに平均成績として卒業成績欄に記録しているが､平均9点

という成績で卒業して学力優等賞をもらった｡羅憲錫は卒業後､東京女子美術学校に進学し､

進明卒業生の中で最初の日本留学生になった｣と記されている｡

19)羅英均『日帝時代､わが家は』 (みすず書房､ 2003年)､ p.42

20)丁尭壁『韓国女性運動史』 (高麗書林､ 1992年)､ p.100

21)朝鮮総督府警務局極秘文書『光州抗日学生事件資料』 (風媒社､ 1979年)､ pp134､ 50､ 67､ 75､

80､ 140､ 144､ 174､ 210､ 337より引用｡

22)注15)にも出てくるが､これも厳妃によって創設された学校で､男子校である｡

23)呉善花『生活者の日本統治時代』 (三交社､ 2000年)､ pp.109- 111

24)朴宣美『朝鮮女性の知の回遊一植民地文化支配と日本留学』 (山川出版社､ 2005年)､ p･28

25) ｢克己団｣の結成は､堺市の聖テモテ教会で行なわれ､工場では仕事前の礼拝を日課とし､柳

原自身も参加している｡また､救世軍の山室軍平などを呼んで修養講話の会などを開催した

り､社会奉仕部を作って奉仕活動などを行なった｡

26)柳原吉兵衛の活動に関しては､ ｢大和川染工所創設者柳原吉兵衛略伝｣ ( 『大和川染工所七十

年小史』､ 1966年)､朴前掲書､朴宣美｢柳原吉兵衛の研究一地域における｢帝国｣の新しい

担い手の登場-｣ (二十世紀研究編集委員会『二十世紀研究』創刊号､ 2000年)
､樋口雄一

『協和会一戦時下朝鮮人統制組織の研究』 (社会評論社､ 1986年)などを参照されたい｡

27)朴前掲『朝鮮女性の知の回遊一植民地文化支配と日本留学』､ p.84｡ 1926年当時の従業員数は

336名と記されている｡

28)樋口前掲書､ p.219

29)朴前掲『朝鮮女性の知の回遊一植民地文化支配と日本留学』､ p.97

30)本文(桃山学院大学資料室所蔵)は縦書きであるため､ ｢左ノ規則｣ ｢左ノ役員｣となってい

る｡ここでは本文のまま転載した｡同趣意書には目付が記されていないが､朴前掲書には､

1927年6月に｢内地ノ学校二勉学スル朝鮮学生ノ後援ヲナスコト｣という条文が新たに加え

られたという指摘があるため､これは1927年に発表されたものと考えられる｡

31)樋口前掲書､ p.225

32) 1997年9月の龍谷高等女学校の卒業生洪淑憲氏に対する聞き取り調査による｡高等女学校研

究会プロジェクトチーム『戦前の女子中等教育の研究一高等女学校卒業生に対するアンケー

ト調査資料NO.6jL p.116

33)進明女子中･高等学校『進明75年史』 (1981年刊)､ p.130

34)中塚明｢奈良女高師に学んだ朝鮮人生徒再考｣ (『寧楽史苑』第43号､ 1998年)､ pp･59-62

より集計｡

35)朴前掲『朝鮮女性の知の回遊一植民地文化支配と日本留学』､ p.98

36)柳原と女子留学生の交流に関しては､朴宣美が詳細な調査をしており､書簡に関しても分類

整理を行なっている｡それによると､柳原に書簡を送った者は44人､延べ書簡数は1190通､

書簡の往来時期は1927-44年までであり､一人で105通送った者もいる(1927-41年の
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期間)｡詳しくは同上書､ pp.177
-

178の柳原吉兵衛宛の女子留学生書簡リストを参照され

たい｡

37)同上､ pp･102-103

38)同上､ p･103

39)李前掲書､ pp.143- 144

40)雀恵淑『恨の彼方に』 (右文書院､ 1999年)､ p.34

41)京畿高等女学校卒業生デ瑞石(東京女子高等師範学校卒)は李王職に勤務する親戚から勧め

られ､特例として入寮している｡なお､本文の鴻嬉寮の間取りに関する記述は､声氏からの

聞き取りによるものである｡詳細は拙著｢過ぎ来し方を振り返って一声瑞石氏-のインタ

ビュー｣ (前掲科研報告書所収)を参照のこと｡

42)進明高等女学校卒業生張品玉氏(帝国女子専門学校卒業)からの聞き取りによる｡詳細は拙

著｢張品玉氏インタビュー｣ (高等女学校研究会プロジェクトチーム『戦前の女子中等教育

の研究一高等女学校卒業生に対するアンケート調査資料NO.10』所収､2004年)を参照のこと｡

43)方子妃が非常に喜ばれ､ ｢その歌が印象的で心に残ったので是非とも教わりたい｣と歌詞を

書いてくれるよう所望したこともあり(雀恵淑氏からの聞き取り)､ ｢誇りある朝鮮｣という

作者不明の民謡を合唱した時は､ ｢女学生の歌声を聞いて殿下の目に涙があふれていたのを

見たという友人もいました｡休暇でソウルに帰った時､この歌を歌ったことで警察に呼ばれ､

取り調べを受けたこともありました｡李殿下は監視されていたのです｡ ｣という証言もある

(張品玉氏からの聞き取り)｡同様の話は､本田節子『朝鮮王朝最後の皇太子妃』 (文春文庫､

1991年)､ pp.178
-

179､李王根伝記刊行会編『英親王李根伝』 (共栄書房､ 2001年)､ pp･270

-271などにも載っている｡

44)北出前掲書､ p.32｡この折､孫戸研は｢むねのふる-沈みかねつつお茶まいらす秋晴れの日とこし

を宮の御前に｣ ｢むか-まつる今日のよき日を永-に胸に刻みて励まむ吾ら｣などの歌を詠

んでいる｡

45)柵富照子は1888年福岡県に生まれ､福岡英和女学院で英文を専攻､卒業後メソジスト教会で

受洗｡柵富安左衛門と結婚､佐佐木信綱に師事し歌の道に入る｡夫安左衛門は､朝鮮の全羅

北道月鳳里で農場を経営するかたわら､土地の人々に対しキリスト教の伝道と教育事業に尽

力した. 1934年54歳の若さで他界､照子夫人がその経営を引き継いだ｡敗戦に至るまで､

日本と朝鮮を行き来し､その間鴻嬉寮の顧問等の要職を務めた｡日本の敗戦は疎開先の山形

県で迎えた｡戦後､ ｢新歌人会｣ ｢女人短歌会｣に入会する一方､高校などで茶道を教授した

他､中野刑務所の篤志面接委員として受刑者に短歌の指導を行なった｡ 1972年死去｡夫妻で

朝鮮人民の教育活動に尽くしたが､その功績を顕彰して､韓国政府は1995年､析富安左衛

門に対して｢国民勲章｣を贈った｡

46)北出前掲書､ p.156｡なお､小泉前首相は､ 2005年6月にソウルで行なわれた日韓首脳会談後

の記者会見で､孫戸研の｢切実な願いが吾れに一つあり争いのなき国と国なれ｣という歌を

引用している｡

47)雀前掲書､ p.32

48)張品玉氏からの聞き取り｡前掲『資料集NO.10』､ p.3
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