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岐阜大学地域科学部研究報告第 46 号：31 – 42  (2020) 

        「保健科」成立史の研究（Ⅳ） 

 

   

                       近藤 真庸 

               

               (2019 年 12 月 23 日 受理） 

 

 

   On the establishment of  " the health education curriculum"（Ⅳ） 

 

               Masanobu KONDO 

 

 

     第１章  高等女学校での「保健科」設置の経緯［補遺］ 

 

 

０．はじめに  

      

 本稿（「第４報」）は、〈「保健科」成立史の研究 － 総力戦体制下における高等

女学校での「保健科」構想とその展開・終焉〉の「第１章 高等女学校での「保健科」

設置の経緯」の［補遺］にあたるものである。 

 「第１報」の「序章 課題と方法」（『岐阜大学地域科学部研究報告 第 31 号』147

頁～159 頁、2012 年９月 所収）では、①問題の所在 ②予備的考察 ③研究の意義 

④研究の経緯および論文の構成 1)
 と概略について述べた。  

続く「第２報」（「第１章 高等女学校での「保健科」設置の経緯［前編］」、『岐

阜大学地域科学部研究報告 第 40 号』43 頁～71 頁、2017 年２月 所収）では、「島

根県学務部長」加藤精三（1900 年－1965 年）の「保健科」構想とその意義について検

討した。2) 

そして「第３報」（「第１章 高等女学校での「保健科」設置の経緯［後編］」、

『岐阜大学地域科学部研究報告 第 43 号』、29 頁～41 頁、2018 年９月 所収）で

は、加藤精三の「保健科」構想とその意義（第１章［前編］）を踏まえ、島根県松江

高等女学校に「保健科」設置されることになる２年前まで遡り、総力戦体制下にあっ

て「保健科」設置計画に着手し始めた動機とその背景を探った。3) 

 ところで、筆者は一昨年（2018 年）の 3 月 27 日～28 日の 2 日間、鹿児島県立鶴丸
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高等学校（前身は、鹿児島県立第一高等女学校）4)の図書室（書庫）や同窓会室、およ

び鹿児島県立図書館を訪れ、資料収集をおこなう機会を得た。 

 この調査から、以下の３点が“新たな事実”として判明した。 

ⅰ）加藤精三が、島根県学務部長就任（1939 年 10 月 23 日）から僅か１年２ヶ月余

りで鹿児島県学務部長に転任（1942 年 1 月 12 日）したことに伴い、鹿児島県立第

一高等女学校でも「保健科」設置に向けて準備が進められた。 

ⅱ）柴田（小池）明子は、聖路加女子専門学校を卒業後（1942 年４月）、加藤を慕っ

て鹿児島に渡り、1944（昭和 19）年６月まで第一高等女学校の「保健科」担当教諭

として、１年生対象の授業「健康な生活」の教壇に立った。 

ⅲ）柴田は、赴任早々、「保健科」のテキスト（『健康生活』）作成を命じられ、斎

藤文雄（愛育会研究所長）や杉靖三郎（生理学者）らの指導のもと、ついに完成さ

せる。テキストの作成には加藤も参加し、その執筆にあたった。 

 

 「第４報」では、①鹿児島県立第一高等女学校で「保健科」を推進したキーパーソンで

ある「柴田（小池）明子」の証言と鹿児島調査で収集した資料をもとに、同校に「保健科」

が設置されるまでの経緯について整理したうえで、②加藤精三が島根の高等女学校で実

現しようとした「保健科」構想と鹿児島第一高等女学校での「保健科」の実際を比較し、

③「①」「②」の考察を踏まえて、〈同校での「保健科」は、カリキュラム構成において

も、また理念と教科内容においても、加藤精三の「保健科」構想とは乖離したものであっ

た〉ことを明らかにする。 

 なお、次稿（「第５報」）では、「第２章 高等女学校での『保健科』の実際と展開」

と題して、①松江高等女学校での「保健科」の実際とその展開について明らかにし、②そ

こに示された教科内容および教材の特徴を析出するために、総力戦体制下の「国民的保健

教養」形成の観点から、当時の中等教育学校で使用されていた検定教科書（「中等育児・

保健」「女子生理衛生」「生物」）および大政翼賛会編集の“健康読本”の中身と比較検

討をすることを予定している。 

本稿のタイトルを「第１章 高等女学校での「保健科」設置の経緯［補遺］」とした所

以である。 

 

【註】 

1) 論文の構成は以下の通りである。 

  序章  課題と方法 

  第１章 高等女学校での「保健科」設置の経緯 

  第２章 高等女学校での「保健科」の実際と展開 

  第３章 戦後教育改革と高等女学校「保健科」の終焉 
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  終章  戦後中等教育における「保健科」の成立 

       － 高等女学校「保健科」との断絶と連続 

2)「第１章［前編］」では、以下の５点を明らかにした。 

① 加藤は、着任早々から、女子中等学校に「保健科」を設置する計画に着手し、内容面での充実を

図るべく、女性視学「吾郷安子」を松江高等女学校で教諭を兼務させ、同校での「保健科」の企

画・推進のリーダーに抜擢している。 

② 同時に、加藤は、女性視学の登用と並ぶ「保健科」実現のためのもう一つの布石として保健婦養

成施設（「松江社会保健婦養成所」）を松江高等女学校に附設している。 

③ 加藤の「保健科」構想の特徴は、ｱ) 高等女学校生徒に対して、保健婦の助手をはじめとする保

育・保健にかかわる社会的事業に参加しうるだけの教養を育成するという基本構想のうえに立っ

て、高等女学校での「保健科」設置の必要性を説いていること。 ｲ)「保健科」の教科内容には、

「人口問題」「社会事業」「保健指導事業」といった、その後の「家庭科教授及び指導要目」改

訂にともなって出される「育児・保健」教科書に新たに加わることになる項目が示されているこ

と。ｳ) 実習を重視していること、である。 

④ 「保健科」の構想とその具体化に向けて、加藤は、公衆衛生、母子衛生、社会事業など、関連す

る分野における気鋭の専門家たちをブレーンとして組織し、教員スタッフをそれら専門家のもと

で集中的に研修をさせながら、周到に準備をすすめている。  

⑤ 「保健科」を構想した時点ですでに、加藤は、女子のみでなく中等学校の男子生徒にも厚生科を

課して「科学的保健生活につきての知識と技術と熱情」をあたえることを焦眉の課題と考えてお

り、戦後改革によって登場する“男女共修の保健科”につらなる源流を確認できる。 

3)「第１章［後編］」では、以下の３点を明らかにした。 

① 「松江高女結核不祥事件」はそれを契機として、県下の中等学校はもちろん、とりわけ不祥事を

起こした当事者である松江高等女学校では、加藤精三学務部長が着任早々から温めていた「保健

科」構想を軸に、県当局の指導による学校衛生の強化策が実施された。 

② 「保健科」の設置は、「松江高等女学校結核不祥事件」への緊急措置の範囲を超えて、そのねら

いは、高等女学校生徒に対して、保健・衛生に関する知識を系統的に教授することによって県民

の保健水準の向上を図り、戦時下の国家的要請に応えることにあった 

③ 加設科目「保健科」成立の背景には、総力戦体制下の国家的要請が存在し、「保健科」で習得す

ることを期待された「より高度な保健衛生に関する知識と、豊富な技能」（同頁）は、個人の幸

福実現のためではなく、国策遂行の一翼を担うための保健的教養として構想されたものであっ

た。 

4) 筆者が、「鹿児島県立鶴丸高等学校 月野 功 校長」宛てに送った手紙（「2018 年３月 20 日」

付）は以下の通りである。 

  「前略 突然の手紙で失礼します。 

   私は、教育学・教育史を専攻する研究者として「保健科」の成立史を追究している者です。 
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  退職（2020 年３月）まで残すところあと２年となり、やり残した“大きな宿題”に取り組もうと考

え、貴学のホームペイジを検索したところ、創立 125 周年に向けた記念事業が進められていること

を知りました。 

   「やり残した“大きな宿題”」というのは、貴校の前身である鹿児島県立第一高等女学校におい

て、1942（昭和 17 年）４月から１年生を対象に実施された「保健科」の授業の実態とそこで自主 

編成された教科書『健康読本』の存在を確認し、その内容を解明することです。 

   キーパーソンは、その年、島根県学務部長から鹿児島県学務部長に転任した加藤精三（当時、41

歳、1900～1952）氏（後に、鶴岡市長、衆議院議員を歴任。加藤紘一・元内閣官房長官の実父）で

あり、加藤氏と共に聖路加国際病院附属高等看護学校（聖路加女子専門学校）から鹿児島に渡った

柴田（現姓 小池）明子（はるこ）さんが、当時「家庭科主任」だった長舟鏡子さんの指導のもと

第一高女の「保健科」の授業を担当されたことが、柴田さんからの聞き取り（1991 年 12 月 23 日 

仙台市内の柴田さんのご自宅）で判明しています。 

   第一高女での「保健科」の実態を解明すること、とりわけ日本で最初の「保健」教科書となる“

幻の『健康読本』”の所在を確認することは、日本教育史の研究においてたいへん大きな意義をも

つものです。詳しくは同封の拙論(1)(2)をお読みください。 

   そこで、お願いがあります。『健康読本』の所在確認と「保健科」に関する資料調査にご協力い

ただけないでしょうか？ 

   いまのところ、鹿児島での滞在は、3 月 27 日～28 日の２日間。27 日（火曜日）の午前中にご挨

拶をかねて貴学を訪れる予定です。今回は、図書館（書庫）や学校史、同窓会誌、卒業アルバム等、

当時の様子がわかる史料の確認作業が中心です。 

年度末のご多忙な時期にたいへん恐縮ですが、どうかご協力をお願いします。 

   なお、私の連絡先は同封の名刺に記載した通りです。電話番号は、090×××××× です。 

草々」  

高校訪問当日（2018 年３月 27 日）、月野 功校長先生は「学校史」を用意して迎えてくださった。

事務主事の中熊美智代氏が、図書室書庫内の高等女学校時代の文献を自由に閲覧することを許可して

くださったおかげで、段ボールに詰め込まれた未整理の文献に至るまで探索することができた。 

また、同窓会事務局長を務めておられる竹内景一氏（1965 年卒業 第 16 回生）は、「同窓会誌」

および高等女学校時代の「同窓生名簿」の閲覧・複写の便宜を図ってくださっただけでなく、同窓会

幹事をされている数名の卒業生に電話までしてくださった。そのおかげで、当時の「保健科」授業の

ことや柴田明子先生の思い出を電話で直接お聴きすることができた。 

  だが、『健康読本』の所在については確認することができなかった。 
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１．鹿児島県学務部長・加藤精三と「保健科」設置への布石 

 

 「鹿児島県 公報 2083 号」（1942 年 1 月 28 日 発行）に次のような記載がある。加

藤が「学務部長」を命じられたことを報じた記事である。 

 

昭和 17 年１月 12 日 学務部長 書記官 加藤精三  

 

 加藤が島根県学務部長に着任したのは「1939（昭和 14）年 10 月 23 日」であるから、

僅か２年３ヶ月在職しただけで鹿児島に転任したことになる。 

 すでに述べたように（「第２報」）、加藤は、着任早々から、全国に先駆けて女子中等

学校に「保健科」を設置する計画に着手すると同時に、保健婦養成施設の開設に力を入

れ、その 1 年半後の 1941（昭和 16）年には、文部省の認可を得て松江高等女学校をはじ

めとする県内の４つの高等女学校に加設科目として「保健科」を設置している。1) 

  すなわち、「保健科」がスタートして 1 年も経たない 1942 年１月に、実践の成果を自

分の目で確かめることもなく島根を離れることになったのである。 

だが、「保健科」への加藤の思いは、鹿児島の地に渡ったあとも消えることはなかった。 

「公報 2262 号、1942 年４月 12 日」は、加藤が着任した３ヶ月後（1942 年４月１日）

に、社会事業協会保健婦養成所を県に移管し、県立第一高等女学校内に県立保健婦養成所

が開設されたことを報じている。 

ここで想起されるのは、加藤が前任地の島根で、高等女学校「保健科」を実現するため

に、まず保健婦養成所の開設に着手していたことである。そう考えると、第一高等女学校

内の保健婦養成所の開設は明らかに、「保健科」を設置するために加藤が打った布石であ

ったと言える。2) 

 こうして、鹿児島県の高等女学校でも「保健科」設置に向けて準備が進められていくこ

とになるのである。 

 

【註】 

1) 加藤にとって最大の眼目は、戦時下にあって高等女学校生徒に、保健婦の助手をはじめとする保

育・保健にかかわる社会的事業に参加しうるだけの教養をいかに育成するかということであり、そ

のためには「家事」でなく「保健科」という独立の一科目が必要であるとして、加藤は高等女学校

での「保健科」設置の必要性を説いたのであった。 

2)  松江高等女学校の「保健科」を取材するために訪れた本山政雄（当時、国民生活協会）は、論文

「島根県に於ける高等女学校保健科並に社会保健婦養成事業」（『教育』1942 年１月号、岩波書店 

所収）のなかで保健婦養成所開設の経緯について、次のように述べている。 

   「今回の事業は表面的には保健婦養成をその主体とし保健婦の活動を完全ならしめるために、高
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等女学校に保健科を設置した形になっている。併しながら本施設の立案者たる加藤氏の頭の中

にあったものは、保健婦養成事業もさる事乍ら、むしろ高等女学校教育の根本的刷新であった

と思ふ」（43 頁） 

    本山のこの推察が正しいとすれば、加藤にとって保健婦養成施設の開設は、「保健科」実現のた

めの布石にほかならない。なぜなら、保健所開設にともなう経費もさることながら、「保健科」の

企画・推進は、多大な予算を必要とする大事業であったからである。 

  

 

２．柴田明子の赴任と第一高等女学校「保健科」の 2 年間 

 

(1)加藤精三との出会い 

 1941（昭和 16）年の秋。加藤は、島根県高等女学校で計画を進めている「保健科」の

専任スタッフを求めて聖路加女子専門学校を訪れ、大教室に集められた、卒業を目前に控

えた４年生を前に求人の弁を語った、ということはすでに紹介した（「第２報」）。    

 その時、大教室にいた柴田は、加藤の熱のこもった語り口に突き動かされ、「直ちにこ

の求めに応じ、加藤さんの新しい構想に馳せ参ずることを決意した」（小池［柴田］明子

「加藤精三氏の思い出」、『新庄内』1988 年春号 所収、44 頁）と言う。 

太平洋戦争開戦により 12 月末に卒業繰り上げとなり、赴任先も、島根県隠岐高等女学

校と決まった。だが、その後、鹿児島への加藤の人事異動を知らされ、柴田は決断する。

「一部荷物は送り出されたあとであったが、加藤さんの新しい仕事に対する情熱に動か

され、島根県をキャンセルして、鹿児島に向かう」（同頁）ことにしたのだった。 

 こうして、鹿児島立第一高等女学校での柴田の「２年間」がスタートする。1942（昭和

17）年４月のことである。 

 

(2)赴任当時の柴田が目にした、「保健科」実現への加藤精三の仕事ぶり 

 柴田は、「加藤精三の思い出」（前掲）のなかで、鹿児島第一高等女学校に赴任した当

初の、「保健科」設置のための準備に奔走する加藤の仕事ぶりを伝えている。 

 

「私は県立第一高等女学校教諭として着任したが、加藤学務部長の活動は予想以上に 

華々しく、仕事のためにほとんど文字通り東奔西走のようにお見受けした。 

  まず、県下の女学校の家政科の先生方は保健担当準備のため東京に研修を命ぜられ、

当時斯界の権威といわれる先生方には、加藤さんが直接談判してご来県、ご指導を頂く

といったことがめまぐるしく展開された。 

  人口問題研究所長、舘稔先生、愛育会研究所長、斎藤文雄先生、生理学者、杉靖三郎

先生等々が次々とご来県になり、ご講演や実地指導され、その他保育・保健関係の著名
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な方々には道を遠しとせず、三顧の礼をもってお迎えし、ご教示を頂いた。」（45 頁） 

  

 加藤が、「保健科」の実現にどれほど情熱を注いでいたかがわかる。肝心なのは、こう

した研修の成果をいかにして現場で生かすか、である。 

「わたしども一教員の身でありながら学務部長さんからのお呼び出しを頂いたことも

再三でした」（45 頁）と柴田が語るように、「保健科」担当教諭に向ける加藤の期待は

絶大なものであった。 

  

(3)第一高等女学校「保健科」担当教諭として 

 鹿児島に赴任した、聖路加女子専門学校卒業生７名は、加藤の構想を実現するため「保

健婦養成所」の設立と「女学生の健康教育」の仕事に専念している。第一高等女学校の

「保健科」担当教諭を命ぜられた柴田明子と坂梅（第二高等学校「保健科」担当教諭）に

命じられた最初の任務は、テキスト（『健康読本』）づくりであった。 

 柴田は、「保健科」のテキスト作成当時のことを次のように回想している。 

 

 「県下の長寿の町村や、乳児死亡率の低い町村を県の統計から選定し、斎藤文雄先生 

 をチーフとして、私達二名、県職員四名で、一週間にわたり汽車に乗り、ある時は蒼い

麦畑を帆馬車にゆられて現地を訪ずれ、親しく村の実情をしらべた。これは村の長老や

助産婦、保健婦、学校の先生方との懇談をとおして、食生活やその他の生活習慣などの

ききとりによるものであった。この小旅行に加藤さんも時間をみつけて来て下さった

こともあった。（中略）。加藤さんのこの本に対する情熱は大変なもので、推敲に推敲

を重ね自らも一部執筆の労をとられたところもある。」（45 頁） 

 

 前任地の島根でもそうであったように、加藤の「保健科」構想においてテキストの内容 

はそのまま、戦時下の国民が身につけるべき「保健的共通教養」を具体化するものであ 

り、それゆえに彼は、テキストづくりに並々ならぬ情熱を注いだのであった。 

  

(4)結婚を機に、第一高等女学校を退職（1944 年６月） 

 1944 年６月、柴田は結婚を機に退職をしている。退職から５年、東京都立第一高等看

護学院（1949 年～1954 年）で看護基礎教育をスタートした柴田は、その後、国立公衆衛

生院看護学部（1954 年～1964 年）、北海道立衛生院（1964 年～1973 年）、東北大学医療

技術短期大学部（1973 年～1982 年）、北海道立札幌医科大学衛生短期大学部（1982 年～

1987 年）を経て、岩手女子看護短期大学（1990 年～1993 年）で教員生活に終止符を打つ

までの約 40 年間、一貫して看護の研究教育に従事した。 

柴田の喜寿を記念して刊行された回顧録『看護教育五十年 － 私が歩んだ道』（小池
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明子・著 私家版、1996 年 3 月 19 日）のなかで、柴田は「二、鹿児島県立第一高等女学

校 一九四二（昭和 17）年四月～一九四四（昭和 19）年六月」の項で、同校で勤務した

「２年間」を次のように回想している。 

 

「私は社会人の第一歩をこの学校の教諭としてふみだすことになった。担当科目は

『健康生活』と家政科保健の中での看護の基礎技術、さらに生物科生理などであった。 

（中略）。 

 さて、私は県立第一高女で何をしたのか社会の第一歩の仕事は何であったのか。 

  第一の課題は加藤部長の提唱する保健教育である。 

  若い女学生、将来の母性であり、家族の健康管理の中心的存在である一家の主婦にな 

 る人に対する「健康教育」である。 

  手づくりの教材『健康生活』をつかって実践教育をしたのである」（30 頁） 

 

 柴田の証言によれば、「保健」に関するプログラムは１年生から５年生まで組まれてお

り、１年生はテキスト（『健康生活』）を用いた「保健」の授業、上級生は「家政科保健」

の授業が展開されるプログラムとなっていた、という。 

 柴田が、１年生の教室で初めての「保健」の授業をおこなうのは、彼女が聖路加女子専

門学校を卒業して間もない、1942 年夏のことであった。 

 

 

３．第一高等女学校「保健科」と“幻の『健康読本』” 

  

(1)“幻の『健康読本』” 

 回顧録『看護教育五十年 私が歩んだ道』（1996 年）のなかで、柴田は、1991 年 12 月

に私と指導院生の加藤潤子（当時・愛知教育大学院生）が仙台のご自宅を訪問したときの

ことについて、「いまこうして眼前に、その当時のことをできるだけ詳細に話してほしい

という方が現れたことに、私は何ともいえない感動と興奮を覚えた」（98 頁）として、

「『健康生活』後日物語」という項目をおこし、２頁にわたって回想している。 

  

「… ある日のこと、岐阜大学教育学部の近藤真庸［助］教授が突如仙台の私宅に訪ね

てこられた。 

ご用件は、鹿児島の女学校におけるかつての保健教育について詳細に知りたいとい   

うご要望であった。鹿児島時代といえば五十年前のことであり、さきの敗戦という未曾

有の激動、教育の改革を経た今日、いま遠い思い出となってしまった。しかし、あれほ

ど情熱を注いで推進した全県下あげての女学校における健康教育である。その後がど
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うなったのか、私が鹿児島を辞した後、その経緯に時にふれ、折にふれて気がかりであ

った。」（98 頁） 

 

 40 年にわたって、看護の研究教育に生涯を捧げ、最後には名誉教授（岩手女子看護短

期大学）の称号まで得た柴田が、20 歳前後に僅か２年間勤務したにすぎない鹿児島県立

第一高等女学校での「保健科」のテキストづくりのことを訊ねられて、「何ともいえない

感動と興奮を覚えた」と言うのである。 

なお、テキスト『健康生活』は、柴田の記憶では、〈B5 判で表紙はグレー、紙質は悪

く、縦書きで厚め、黒い製本テープで閉じられていた〉という。 

回顧録には、「肝心のテキスト『健康生活』は幻の本となってしまい、まことに残念な

ことであった」（99 頁）と記されている。筆者も、鹿児島県立鶴丸高等学校図書館書庫

に所蔵された、高等女学校時代の段ボール箱の中の書類を一つずつ手にとって確認した

が、現物を見つけることはできなかった。1) 

 

(2)第一高等女学校「保健科」の概要 

 「保健科」の授業について、柴田は回顧録で次のように語っている。 

 

 「健康生活の一つ一つを単に知識として覚えるだけではなく、即実行を旨とした。その 

 ため各自の毎日の健康実践を『健康日誌』に記入させ、文字通り日常の生活習慣化を 

目標とした。 

  戦時中という時代背景の中で生徒たちは実によく身辺をしらべ、ととのえ、その健康 

 観を身に付けてくれたように思う。」（30 頁～31 頁） 

 

 柴田は、「必ず実践を伴うことが健康教育の重要なポイント」（24 頁）と考えていた

のである。すなわち、「健康生活」の学びを「単なる知識としてではなく、生活習慣とし

て身に付ける」という観点から、生徒に「『健康日誌』を作成し、各自の健康状態と実践

を記録させ」（27 頁）それを「毎月提出」（27 頁）させたのも、柴田のそうした健康教

育観に基づくものであったと考えられる。 

  

(3)テキスト『健康生活』の目次 

柴田の回顧録に【総論（全２章）】【各論（全７章）】から成る、『健康生活』の目次 

が記載されている。ただし、「二、女性としての自覚」の３番目に「○新生日本の女性と

は」とあるように、この項目は明らかに戦後になってから加えられたものであると推察さ

れる。2) 

 参考までに、以下に紹介する（25 頁～27 頁）。 
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【総論】  

 一、私たちの健康 

  ○身体を大切にしよう  ○私たちは生きている  ○寿命 

  ○日本の衛生状態をよくしよう 

二、女性としての自覚 

 ○母性の健康 ○母親の責任 － 一家の健康管理者 ○新生日本の女性とは 

【各論】 

一、清潔 

 ○身体の清潔 ○手の洗い方 － 食前・用便後 ○歯の磨き方 

二、栄養 

○朝食のとり方 ○規則正しい食事 ○楽しい食事の作法 

三、排泄 

 ○規則正しい排便習慣 ○食物の消化と排泄 

四、運動・姿勢 

 ○適当な運動 ○姿勢を正しく 

五、休息  

 ○睡眠の正しいとり方 ○休息の必要について ○レクリエーション 

六、衣服 

 ○適切な衣服のえらび方 ○正しい着方 

七、呼吸 

○新鮮な空気 ○呼吸と循環の関係 

 

以上みてきたように、鹿児島第一高等女学校で実施された「保健科」がめざしたのは、

テキスト『健康生活』の内容から明らかなように、「将来の母性であり、家族の健康管理

の中心的存在である一家の主婦」（小池明子『看護教育五十年 － 私が歩んだ道』30

頁）としての個人が身につけるべき保健的教養の育成であった。 

 

【註】 

1) 回顧録『看護教育 五十年 私が歩んだ道』（1996 年）で、柴田は、“幻の健康読本”について

次のように述べている。 

  「きくところによると終戦後、戦時中に使っていた教科書は、焼却、または墨で黒く塗りつぶさ

れ、あたかもこれまでの教育がすべて抹殺され、否定される有様だった由、教師も生徒たちもど

んなにか戸まどい、混乱したことか、『健康生活』もその例にもれず、大半は破棄されてしまっ

たのか、探してもついに手に入れることはできず、『幻の本』となってしまった。」（32 頁） 

 2) 柴田は、第一高等女学校を退職後、東京都立第一高等看護学院（1949 年～1954 年）で看護基礎
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教育の仕事を始めるまでの５年間、山形県鶴岡市にある山形県国民健康保険組合連合会田川地方

支部の保健技手や、同保健婦養成所（山形市七日町）で保健婦の指導監督の業務に従事している。 

1990 年 12 月に、柴田のご自宅（仙台市）を訪問したときに見せていただいた大学ノートに、「健

康教育の実際について」というタイトルで、７頁にわたって草稿が綴られており、最後に「［1946

年］八月五日 山形市ニテ 柴田明子」と記されている。   

   それに続けて、「次の総論ともいうべき事項は健康教育の意義と態度を示したものであるが、各

学年によって適当に取捨されたい」として、柴田が回顧録に記載した『健康生活』の目次に加えて

それぞれの概要が記されたメモが２頁にわたって記されている。 

ちなみに、「二、女性としての自覚」の３番目に「○新生日本の女性とは」という項目があり、 

「これからの女性の社会的地位と責任／家庭生活の合理化／一家の主婦、母であると同時に、社会

の主婦であり母親であることの誇り」という説明がそこに付されている。 

 

 

４．まとめ － 加藤精三「保健科」構想との乖離 

                          

 あらためて、加藤精三が「保健科」に期待したのは何であったかを確認しておこう。 

加藤の「保健科」構想を具体化した「保健科経営所感」（松江高等女学校校長・片寄卯

三郎、『教育』岩波書店、1942 年 12 月号 所収）には、1942 年度の「保健科」教科内容

の学年配当および担当者一覧とともに、「テキスト」についても、次のようなコメントが

付されている。 

 「初めは県下の浜田、益田、隠岐と本校の四女学校は、各々別々に工夫して之を実施し

てきたのであるが、この四月からは、協議の結果、四校同様の要目と同じ学習書によっ

てやることになった。只今、用いて居る学習書は、家庭看護法、救急処置、伝染病学、

環境衛生および集団衛生、保健指導事業、人口問題、優生学、婦人衛生、育児法、小児

疾病、厚生事業の十一冊である。」（27 頁） 

  

 島根県の高等女学校４校において使用されたという、11 冊の「学習書」のタイトルは、

加藤が「厚生科」の中心を成す科目として位置づけている「保健科」の要項（看護、救急

法、伝染病、農村都市衛生、公衆衛生、保健指導事業、人口問題、母性衛生、育児、結核

予防、社会事業）と、呼称は若干異なるがほぼ対応している。個人衛生（清潔、栄養、排

泄、運動・姿勢、休息、衣服、呼吸）の枠組みで内容を構成する鹿児島第一高等女学校の

「保健科」との違いは一目瞭然である。 

 すなわち、1942 年の夏から、柴田によって同校で実践された「保健科」は、カリキュ

ラム構成においても、また理念と教科内容においても、加藤精三が島根県の高等女学校で

実現しようとした「保健科」構想とは乖離したものであった。 
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 ちなみに島根県では、「保健科」がスタートして 1 年も経たない 1942 年１月、加藤が

その成果を確かめることなく鹿児島に移った後も、この先進的な試みは、戦後の教育改革

がおこなわれるまで続けられている。その中心となったのが松江高等女学校（現在の松江

北高校）であった。 

 かくして、同校での「保健科」の実際とその展開について、雑誌論文などの文献資料、

「保健科」担当教員スタッフおよび生徒からの「聴きとり記録」をもとに、「保健科」の

教科内容および教材の特徴を析出することが次稿（「第５報」）の課題となる。 

また、「第６報」では、加設科目「保健科」の教科内容を総力戦体制下の「国民的保健

教養」形成の観点から、当時の中等教育学校で使用されていた検定教科書（「中等育児・

保健」「女子生理衛生」「生物」）および大政翼賛会編集の“健康読本”の中身と比較検

討をすることで、戦後教育改革の直前期において「保健科」がどのような教科観を形成し

ていたのかを確かめることにしたい。 

 

［追記］『岐阜大学地域科学部研究報告』の第 31 号（2012 年９月）に「第１報」を発表して以降、「同 

第 40 号」（2017 年２月）に「第２報」、「同 第 43 号」（2018 年９月）に「第３報」、そして

本号（同 46 号）に「第４報」というように、筆者は、本研究（「保健科」成立史の研究）を地

域科学部での研究活動の成果として発表してきた。 

筆者はこの３月末日をもって本学を定年退職することになっており、したがって『研究報告』

への論文掲載は本号が最後となる。ようやく「序章」と「第１章」が終わったところであり、ま

だ「第２章」「第３章」「終章」が未完のまま残っている。続編は、教育学関連学会誌等への投

稿という形をとることになるが、ライフワークの一つとして完成させたいと思っている。 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 


