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「査読済論文」 

        「保健科」成立史の研究（Ⅱ） 

 

   

                       近藤 真庸 

               

               (2016 年 11 月 30 日 受理） 

 

 

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

 

               Masanobu KONDO 

 

 

     第１章  高等女学校での「保健科」設置の経緯［前編］ 

 

 

０．はじめに  

      

 1940（昭和 15）年 10 月、島根県は全国に先駆け、県独自の措置として県下４つの

高等女学校に「保健科」を新設した。その目的は、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。 

 当時、中等学校における教育課程では、保健的内容は「家事科」「理科 生理衛生」

「公民科」「教育科」のなかで扱われることになっており、なかでも「家事科」が、

保健と最も関連が深い教科として、国民の保健的教養の形成にあずかってきた。そう

したなかで、島根県という地方の一県が「保健科」という教科の新設に着手したので

あった。 

 その半年後の 1941（昭和 16）年４月、島根県下の４つの高等女学校（松江、浜田、

隠岐、益田）に設置された「保健科」は、文部省の認可を得て「加設科目」として実

施に移されている（『島根県近代教育史〔第２巻 通史〕』1979 年、987 頁）。 

  このとき「保健科」の設置が認可された４校のうちの１つである島根県立松江高等

女学校（現・島根県立松江北高校）は、その学校史『松江北高等学校百年史』（1976
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年）に、「保健科の履習」という項目をおこして、その意義を次のように記している。 

 「保健衛生に関しては、従来家事科その他の教科にて、ある程度の育児・看護の知

識、技能を習得して卒業したが、より高度な保健衛生に関する知識と豊富な技能

を修得せしめ、単に家庭内の婦人として満足するだけでなく、すすんで実社会に

進出し、国策遂行の一翼を担うために、新しく保健科目を設定した」（1223 頁）  

 

 第１報（「『保健科』成立史の研究（Ⅰ）」岐阜大学地域科学部研究報告 第 31 号、

2012 年９月 所収）で述べたように、「保健科」構想を企てたのは「島根県学務部長」

加藤精三（1900 年～1965 年）であり、松江高等女学校での「保健科」設置とその後の

カリキュラムづくり、およびそれに基づく実践は、加藤の周到な計画と行動によって

実現したものであった。1) 

 本章（「第１章」）では、まず、加藤精三の「保健科」構想とその意義について述

べる（第１節）。そのうえで、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島根県が「保健科」設置計画に着手し始

めた動機がどこにあったかを探っていくことにしたい（第２節）。 

 本稿はその「前編」（第１節）である。 

なお、【資料編Ⅰ】として、本章と関連する「聞き取り記録」の抜粋を掲載した。

加藤精三と共に「保健科」の立ち上げに教員スタッフとして参加し、現場に赴いて実

践をリードした二人の人物（柴田明子さん、神谷豊子さん）の貴重な証言録（「資料

①」「資料②」）である。                     

 

 

１．加藤精三の「保健科」構想とその意義 
 2) 

 

（１）島根県学務部長「加藤精三」の就任と「保健科」への模索 

  

           戦時教育の  再出発企つ 

      県下中等学校長異動か  加藤学務部長の腕だめし 

 

 『山陰新聞』（1939 年 12 月 19 日付朝刊）が、一面に２段抜きで掲げた見出しであ

る。「加藤学務部長は、着任来、教職員の異動を考慮し学閥打破、教育界の空気浄化

の見地より」県下中等校長の大異動を計画していることを伝える記事であった。３） 

  記者は、この計画について、「この異動を契機に戦時教育の再出発を企画して、興

亜大栄の任務を担う次代国民の養成に全馬力を傾注し教育島根の再建設に拍車をかけ
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ることとなった模様である」と評している。 

 この記事の約２カ月前（10 月 20 日付 朝刊）、同紙は同じく一面で、「加藤新学

務部長 23 日着任の予定」という見出しで、愛知県事務官の「加藤精三氏」が「島根

県学務部長に栄転する」旨を報じている。前任の新見学務部長の後任として加藤氏は

着任したのであった。 

この大異動を企図した「加藤学務部長」とは、いかなる経歴の人物なのか。 

加藤の経歴 4)を紹介しておこう。 

  1900(M33)年 11 月 21 日  山形県鶴岡市に生まれる。 

  1924(T13)年２月     文官高等試験に合格(23 歳) 

  1924(T13)年４月     東京帝国大学法学部卒業 

  1924(T13)年５月～    長野県警察部勤務兼職熊本県地方事務官郡長、茨城県

課長、文部事務官宗務局保存課長、普通学務局庶務

課長、地方事務官、徳島県内務部地方課長、石川県

学務部社会課長、愛知県総務部庶務課長兼国民精神

総動員事務局主任を歴任 

  1939(S14)年 10 月 23 日   島根県（書記官）学務部長着任 (38 歳) 

  1942(S17)          鹿児島県学務部長(41 歳) 

  1942(S17)年 11 月     青森県経済部長(42 歳) 

  1946(S21)年５月       鶴岡市長に公選(45 歳) 

  1952(S27)年 10 月      衆議院議員に当選(51 歳) 

 

  加藤精三は、着任早々から、内容面においても中等教育の充実を図るべく、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している。 

 このときの人事異動の目玉のひとつが、女性視学の登用であり、それは「保健科」

実現のための布石でもあった。事実、登用された２人の女性視学は、いずれも松江高

等女学校で教諭を兼務、そのうちの一人である「吾郷安子」は、その後、同校での「保

健科」の企画・推進のリーダーとなっていく。 

  同時に、加藤は、保健婦養成施設の開設にも着手している。5) 

  松江高等女学校の「保健科」を取材するために現地を訪れた本山政雄（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
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ろ高等女学校教育の根本的刷新であったと思ふ」（43 頁） 

 

  加藤が、「保健科」実現にむけて並々ならぬ情熱を傾けていたことがわかる。本山

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、女性視学の登用と

並んで、「保健科」実現のためのもう一つの布石にほかならなかった。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。 

 加藤の「保健科」への思い入れがどれほど強いものであったかを伝えるエピソード

も残されている。「保健科」の専任スタッフを求めて、加藤自ら聖路加女子専門学校

を訪れ、卒業を目前にひかえた４年生を前に求人の弁を語った、というのである。 

 このときの思い出を、鹿児島第一高等女学校（現・鹿児島県立鶴丸高校）での専任

スタッフとして、加藤とともに「保健科」実現のため鹿児島に渡ったという小池（旧

姓・柴田）明子は、「加藤精三氏の思い出」（『新庄内』1988 年 春号 所収）と題

するエッセーのなかで、次のように述べている。 

  「加藤学務部長さんは数名の部下を従えられ、自ら熱心に語られた。５分刈頭に国

民服を召され、いく分上目づかいに、口を一寸とがらせて、熱のこもった語りく

ちで次のような求人の趣旨を述べられた。 

  『島根県では、昭和十七年度から県下の女学校で保健教育を計画しているので、

できるだけ多くの卒業生にきて貰いたい。多ければ、多いほどよい』というので

あった」（44 頁）  

 

  加藤をして、これほどまでに夢中にさせてしまう「保健科」構想とは、いかなるも

のであったのだろう。 

 

（２）加藤精三の「保健科」構想の特徴とその意義 

 加藤の「保健科」構想は、彼が自ら執筆した 15 頁に及ぶ論文「厚生科新設とその機

構 － 島根県厚生教育の構想と発足」（『教育』1942 年３月号、岩波書店 所収）

に詳しく述べられている。 

  加藤は、人口政策確立要綱が唱う「保育及保健の知識、技術に関する教育を強化徹

底して健全なる母性の育成に努むること」をふまえ、「厚生科中に保健科を特設すべ

き理由」として、次のように述べている。 

 「又保健所、治療所、町村を中心とした保健婦活動による保健指導網の確立をはか

ることもいってありますが、之がためには保健婦の手足となる女学校卒業生をし

て準保健婦として保健網の重要なるポイントを分担せしむる必要があります。更

に又高等女学校卒業生の如きは概して社会の上層部に属するものであって、之等
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女性が結婚して家庭にいるまでの間に於ける労力資源を動員し保育保健等を中心

とした国家的社会的事業に奉仕せしめ地元厚生事業に協力活動せしめることは時

局下労務対策の見地からするも極めて価値ある着眼と謂はねばならぬ」（88 頁） 

 

 すなわち加藤は、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たのであった。6) 

  加藤は、「厚生部面の強化をはかるについて従来の家事科を増加し内容の刷新をは

かることも考へられますが、新しい精神は、古き革袋には盛りにくいことも考へられ

国家の強き要望も表しにくい」（88 頁）という観点から、「家事科」でなく「保健科」

という独立の一科目が必要であるとして、次のように結論づけている。 

  「家事の時間を増加しただけでは確実に保健教材の徹底確保が出来るとは云ひかね

るのであります。教授事項への重点の置き方は教授者に担当任されるゝものであ

りまして、従来の家事の教師は食物調理方面には相当興味と力を入れるのであり

ますが、医学、看護学、育児学方面にはその素養と経験の不十分なるもの多く軽

々に取扱るゝといふ現状にあると思ひます。（中略）即ち保健科を厚生一科目と

して独立せしめ確実な時間と内容と実習を規定しこの方面の教育を確実ならしむ

ること大に必要と考へるのであります」（88 頁） 

 

  こうして、加藤の「保健科」構想は産声をあげたのであった。 

  担当者の「素養と経験」という観点からも「保健科」独立の必要性を強調している

ことに注目したい。加藤の「保健科」への思いの強さをあらわしたエピソードにもあ

ったように、「保健科」を実りあるものとするために、それにふさわしい「素養と経

験」を有する専任スタッフを求めて加藤自ら足を運んだ。7) 「保健科」の成否はスタ

ッフの充実と表裏一体の関係にあると加藤は考えていたのである。 

  では、加藤が構想した「保健科」の教科内容はどんなものであったか。論文「厚生

科新設とその機構 － 島根県厚生教育の構想と発足」には以下のような系統図が掲

載されている。 

 「保健科」の教科内容として加藤が例示した項目に注目したい。  

 この論文が発表されたのは、1942 年（昭和 17 年）３月である。そこには、その１

年後の「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教科内容が先取りされているのである。8) 

  それだけではない。改訂「家庭科教授及び指導要目」にも挙げられていない教科内

容まで、加藤の「保健科」構想には明示されている。「人口問題」「社会事業」「保

健指導事業」がそれである。 
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 加藤の「保健科」構想のいま一つの特徴は、実習を重視していることである。 

 松江高等女学校の実践例として、加藤は前掲論文で、以下のような「保健科実習施

設」を紹介している。 

  （一）幼児乳児保育実習 （二）病院実習 （三）農村実習 （四）保健所 実習  

 （五）諸施設見学 （六）文化運動（健康教育運動として） （七）ケースワーク  

（八）ムッターハイム運動（保健科の実習） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      （加藤精三「厚生科新設とその機構」『教育』1942 年３月号、89 頁）    

 

 なぜ、加藤は、時代の先取りともいえる、こうした構想を描くことが可能であった

のだろう。 

  加藤によって視学に登用され、後に松江高等女学校の「保健科」の推進の中心的役

割を果たすことになる吾郷安子の論文「島根県の高等女学校に新たに設けられた保健

科と其の教育的考察（上）」（『家事及裁縫』1941 年７月号、家事及裁縫社、所収）

が、そのあたりの事情を伝えてくれている。 
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  「島根県に於ては県学務課当局が中心となり中央方面の専門家各位の指導のもとに

教育中心に研究する第一部創設委員会と専門的医学方面社会事業方面よりの研究

を分担する第二部創設委員会とが設けられ昭和十五年度当初より企画研究が続け

られ又一方指導者として家事教員及助手として産婆看護婦免許状所有者数名は東

京方面で三カ月間の出張研究を命ぜられまして」（33 頁） 

 

  こうした証言からわかるように、加藤は、「保健科」の構想とその具体化に向けて、

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ったのである。9)  

 さらに注目すべきは、加藤が論文「厚生科新設とその機構－ 島根県厚生教育の構

想と発足」の最後で「男子の教科中に厚生科を新設すべき理由」という項をおこして、

次のように述べている点である。 

 「青年学校男子並に中学校に男子向の厚生科を置き人口国策に立脚せる科学的保健

生活につきての知識と技術と熱情を与ふることは極めて喫緊の事項であります。

従来女子のみにこれを課し男子に軽視したる事は非常の欠陥を生じたるものと思

ひます。政府は宜しく厚生科を男子学生にも課すべく適切なる施設を課せられん

ことを希望します」（89 頁） 

 

  加藤が、「保健科」を構想した時点ですでに、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いたことがわかる。 

 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、私はそこに見

るのである。 

 

 

 

【註】 

 1) 近藤真庸・加藤潤子「戦時下における保健的教養の形成と加藤精三の『保健科』構想」、『岐阜大   

学教科教育学研究 創刊号』所収（95 頁～106 頁、1992 年６月） 

 2) 本節は、「註 1)」の論文の「３．加藤精三の『保健科』構想とその意義」を下敷きに、それに加  

筆・修正を加えて、論文「『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」の構成部分（「第１章 第１節」）としてリライトしたものである。 

 3)  加藤は、翌年にも、島根教育界を震感とさせた教員の大異動をおこなっている。「県下教員大異

動発令」を伝える『山陰新聞』（1941 年４月１日付朝刊）は、「人材を抜擢して清新の気注入」と
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いう見出しで加藤学務部長の談話を掲載している。 

 4) 上倉裕二編『山形県教育史（人物編）』（山形県教育研究所、1953 年）及び谷サカヨ編『昭和人名

辞典第２巻〔北海道・奥羽・関東・中部編〕』（日本図書センター、1987 年：底本は、『大衆人事

録』帝国秘密探偵社､1943 年 第 14 版）より作成した。 

   なお、加藤精三氏が島根県学務部長に着任した年、妻・信とのあいだに男児が誕生している。後   

の内閣官房長官・加藤紘一氏（2016 年死去）である。 

 5)『山陰新聞』(1940 年５月６日付朝刊）は、「女子中等学校へ 保健婦養成施設 一校当三千五百円

交付」という見出しで、次のように報じている。 

   「島根県では銃後託児事業の強化に伴ふ保婦の養成、学校衛生婦、また一般家庭主婦として出産    

・育児衛生、医療等の医学知識を女子中等学校生徒に浸透させるため来る九月から保健婦養成     

施設を県下各女子中等学校へ新設することになり････」 

    保健婦養成事業は軍事援護会、三井報恩会、原田積善会、愛国婦人会等の経済的援助によりすす    

められ、1940 年 10 月、松江高等女学校では社会保健婦養成所の設立と同時に高等女学校保健科の    

設置をみた。 

6) 加藤は、自身が「保健科」の必要性を痛感することになる契機について、後年、『島根県保健婦

会発足 20 周年記念誌』（1962 年）に寄せた「思い出」と題するエッセーのなかで、およそ次のよう

に述べている。 

   － 島根県学務部長に着任した日にたまたま季節保育所を訪れた際、眼の赤いこどもや頬のはれて    

いるこどもが多いことに気づいた。よくよく尋ねてみると、保育者に専門的経験も素養がないこ    

とがわかった。高等女学校の生徒が在学中にそうした素養を身につけることができれば、そうし    

た保育の手伝いに積極的に参加してもらうことができる。 

 7)  加藤の熱烈なラブコールに応えて、７人の女生徒が志願したという（《資料①》小池（旧姓・柴田）

明子さん「聞き取り記録」）。このとき、松江高等女学校に保健科専任スタッフとして赴任したのが

瀬上（旧姓・神谷）豊子であった（《資料②》瀬上（旧姓・神谷豊子さん「聞き取り」記録）。 

 8) たとえば、「農村都市衛生」「公衆衛生」などがそれである。 

 9)  斎藤潔（当時・京橋保健所長）、斎藤文雄（当時・母子愛育会病 院長）、館稔（人口政策学者）、

古屋芳雄（当時・国立公衆衛生院長）、平井雅恵（当時・京橋保健所首席保健婦）などが企画会議の

メンバーを務め おり、頻繁に松江市にて会議を開いたという（加藤精三「おもいで」39 頁） 
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【資料編Ⅰ】  

 

《資料①》小池（旧姓 柴田）明子（はるこ）さん「聞き取り」記録 

［日誌］ 

  ・日時：1991 年 12 月 23 日（月曜日）14 時～18 時 

  ・場所：小池明子さんのご自宅（宮城県仙台市在住） 

  ・対象：小池（旧姓 柴田）明子さん（Ｈ） 

    ＊小池先生の教え子（聖路加大学の学生）の結城さんが同席してくださった。 

  ・聞き手：近藤真庸（Ｍ） 

  ・テープおこし：加藤潤子（Ｊ） 

   ・校閲・編集：近藤真庸 

 

[訪問の経緯] 

 加藤精三関係の資料を探しているときに、鶴岡市立図書館より「加藤精三氏の思い

出」（『新庄内』）というエッセーを送っていただいた。小池さんはそれを執筆され

た方である。そのエッセーによって、鹿児島でも「保健科」がやられていたことを初

めて知った。 

 １ヶ月前（11 月）に瀬上（旧姓 神谷）豊子さんをお訪ねしたときに、小池さんと

は聖路加時代の同期で、今も連絡を取りあっている仲だと伺い、さっそく瀬上さんか

ら連絡していただき、今回の訪問が実現したのであった。 

 最寄りの駅まで、結城さん（小池先生の教え子）が迎えにでてくださった。堀ゴタ

ツを囲んで夕方６時過ぎまで話を伺うことができた。以下は、そのときの記録である。 

 

［記録（抜粋）］ 

●加藤精三との関わり、鹿児島への赴任 

Ｈ 50 年前のことを聞いてくれる人がいて、うれしくて。昭和 16 年の暮れから、17

年にかけてのことでしょ。関係のある人に、「こんな人たちが私のところへ訪ねて

くるのよ」ということを話したの。昨日は、鹿児島の人に電話しました。瑞穂（旧

姓 坂）さんのところに電話をしたんです。坂・柴田というコンビでやっていたん

ですよね。 

Ｊ 聖路加からは、二人だけが行かれたのですか？ 

Ｈ 鹿児島に行ったのは、二人だけではないんですけど、「健康教育」に関わったの

は、私と坂さんだけです。この二人で、女学校の「保健教育」をしていました。そ

のほかに、「保健婦養成所」の仕事がありまして････ 

Ｍ 鹿児島でも？ 
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Ｈ 送ってもらった雑誌『教育』の論文を読みましたけど、加藤精三さんという方は

非常に多角的な考えを持っていらっしゃる方でしょ。「保健婦養成所」は、特にそ

のときは 戦争未亡人というのかしら、未亡人の方のためにという目的が一つにあ

りました。それだけで作られたのではないでしょうが････。それで「保健婦養成所」

が女学生の「保健教育」と二本だてだったんです。 

「保健婦養成所」には大勢きました。「保健婦養成所」のトップには、藤田さんと

おっしゃる人がきまして、この人は亡くなりましたけど、藤田さんとか今井さんと

か、何人か来ました。加藤さんの考えのスケールが、ものすごく大きいんですよ。

正直言うと、加藤さんは自分のやりたいことを鹿児島でなさったの。 

Ｍ 鹿児島でも。 

Ｈ 後からわかったことなんですけど、鹿児島という県はあまり豊かじゃなかったん

ですよ。かつて、････さんが五人組とかを作って税をとりたてたり絞れるだけ絞っ

たらしいんです。ですから、鹿児島という県は一般にあまり豊かではないんです。 

本当だか嘘だかしりませんが、加藤さんは、決して悪いことに使ったのではない

んでしょうが、いいことのためだったんですけど華々しく一所懸命なさって、そう

いう意味でかなりたくさんのお金を使われたんです。決して自分のためではなくて。

それで、青森に左遷されたんです。 

加藤さんは、東京大学法学部のエリートですから、当時は学務部長だったけど当

然知事を約束されているような方だったんですけど、ポンと青森の方へ。 

Ｍ 経済部長ですね。 

Ｈ あっちの方へ、飛ばされちゃったんですよね。 

 敗戦後、加藤さんが復員されてきたときに偶然に出くわしたんです。私は、19 年に 

鹿児島から山形の鶴岡に移ったのですが、加藤さんが鶴岡の出身だったなんて全然

知りませんでした。電車で会うとは････。ああいうこともあるんですね。私、とて

も不思議でしかたありませんでした。 

  そういうわけで、この方の頭のなかには「保健婦養成所」と将来の母性、戦時中

でしたから富国強兵ということもあって、将来の母性に「健康教育」をしておきた

い、いざというときには看護婦として働いてもらいたいということで、「家政科保

健」としてやられました。「保健科」という教科ではなかったです。 

  私は、聖路加をでて、聖路加は看護学校でしたけど、文部省から実践を重んじる

教育というのがとても高く評価されまして、とてもいい学校だというので、特に目

をかけてくださって、中等教員免許状という････いわゆる今の高校なんですが、私

たちの上の学年までは試験を行った上で免許状がもらえていたんですが、私たちの

代から無試験検定、卒業と同時に中等教育の免許状がおりたんです。 

私は、「生物科生理」という科目と「家政科保健」の免許状がありまして、それ
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で「健康教育」というのをやったんです。女学校一年生に「健康教育」を教えまし

た。一年生の担任もしました。あの当時、鹿児島は五年生までありました。 

Ｍ 学校の名前は何でしたか？ 

Ｈ 鹿児島県立第一高等女学校。今の鶴丸高校です。 

Ｍ 名門校ですね。 

Ｈ そうです。第一高女は、質のいい生徒が集まっていました。 

Ｍ 明子先生が鹿児島に行かれたのは正確に言うと？ 

Ｈ 昭和 17 年４月１日づけで辞令をもらったと思います。 

Ｍ いきなり一年生の授業を担当するようになったのですか？ 

Ｈ そうだったと思います。 

Ｍ 20 歳そこそこだったでしょ？ 

Ｈ 教生はやりましたが････。とにかく一所懸命勉強して、本をこんなにたくさん抱

えて教室にいきました。それでも授業時間より早く終わってしまうんです。手持ち

ぶさたでハンケチなんかを手に握って････“ハンケチ先生”なんて、あだ名を生徒

たちからもらいました。 

 

●教科書「健康読本」の作成、内容と体裁  

  そのときの「健康教育」で使った教科書「健康読本」、家中掃除すればどこかか

ら出てくるかも知れません。もしでてきましたら、必ず連絡しますので。私も来年

になりましたら、フリーになりますので、徹底的に捜してみます。転々と歩いたも

ので････わりに大事にしてたんですけど。どこかの時点で手放しちゃったのか････。

ここの二階のどこかでみたような････。でも、いますぐには出てきませんので。 

Ｍ 処分はしていない？ 

Ｈ していないと思います。 

Ｍ 「健康読本」はどんなものだったのですか？ 

Ｈ 「健康読本」はね、昭和 17 年だから戦時中でしょ。紙は悪かったです。表紙はグ

リーンの、読本ですから簡単なとじで、黒い製本テープで閉じてあったように思い

ます。 

Ｍ 大きさは？ 

Ｈ Ｂ５くらいです。 

Ｍ たて書きだったか、それとも横書きでしたか？ どちら開きのものでしたか？ 

Ｈ 国語の教科書のようでした。縦書きで。 

Ｍ 厚さはどれくらいでしたか？ 

Ｈ ページ数は覚えていませんが、かなり厚いものでした。 

Ｍ それを、小池さんと坂さん、あとエッセーに書かれている人たちで書かれたので
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すか？ 

Ｈ 私と坂さんで、まず下書きをしました。項目立ては、結城さんヘンダーソンの『看

護の基本となるもの』、いわゆる日常習慣に書かれるようなこと、例えば「栄養（食

事）」、あのころ栄養と言うより食事といっていたかな？」、それから「清潔」だ

とかあと「環境」ですね、できるだけ良い空気ということで「環境」とか、「運動」

もありました。あと、「排泄」もあったような気がします。とにかく、人間のもっ

とも基本的な生理的なニーズ、そういったことを“知識をもって正しく生活しまし

ょう”という、「健康生活」そのものズバリで。それは、書いて知っているという

のではいけないんです。知っていれば、必ず実践なんです。ですから、ある時なん

かは、「今日は、清潔の実習です」なんて言うと、大きな学校だったんですけど、

その学校の全部のトイレの掃除なんかをやるんです。それを生徒たちは喜んでやる

んですよ。そんなこともやりましたし、それから防空演習なんかあって、そのため

に水をためておくと、どうしてもぼうふらがわくでしょ。だから、そのぼうふらが

わかないように、学校の近くのコウツキ川という川にメダカをとりに行ったりして、

貯水桶みたいなところにはなしたりしました。 

Ｍ それは、授業のなかでやられたのですか？ 

Ｈ そうです。授業のなかで企画してやるんです。 

Ｍ 一年生は、週に何時間くらい「健康教育」の授業があったのですか？ 

Ｈ 時間数はうろ覚えだけど････ 

Ｍ 時間割には何という教科名で書かれていたのですか？ 

Ｈ 「保健」ってなっていたような気がします。それは、一年生だけではなくて、一

から五年生まで、プログラムがくまれていました。特に、一年生に「健康読本」と

いうのをやりました。上級生は、それよりも「看護」の勉強、「看護実習」、ベッ

ドを作るとか身体を拭くとか、そういうことを「家政科保健」のなかで看護実習を

やったような記憶があります。はっきりしないんですけど、低学年で「健康読本」

を使って学習したのは。私は、一年生が印象深く残っています。 

Ｍ 最初は、授業をやりながら構想をたてていったわけですね。「健康読本」をはじ

めて使ったのは翌年くらいですか？ それとも？ 

Ｈ 四月からいきなりではなかったと思いますが。エッセーにも書きましたように、

初めは準備をしましたので。鹿児島に赴任したのが四月で、「健康読本」ができる

まで旅行をしたり、そうのための取材なんかをしながら、まず私たちが粗書きをす

るんです。そうすると、それにいろんな先生が手を加えて下さって。それを書いた

原動力は杉靖三郎先生なんです。項目立てをしたり、一番の指導者でした。加藤精

三さんは、そういう人をうんと活用したんです。杉先生が、そのあたりに深く関わ

っていると思います。 
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                  （中略） 

Ｈ 加藤さんとの関わりというのは、杉先生のお世話でもあるんですよ。ですから、

四年生の頃に「生理学」があったんでしょうかね。それとも、一年生の頃受けて、

その引っかかりでずっと杉先生と関わっていたのかなぁ。今のカリキュラムのなか

では「解剖生理」は一年生くらいの時にやってます。ですから、きっと一年生くら

いに勉強していたんでしょうけど、なぜか杉先生が四年間関わっていたような気が

して････ 

  私たちが、加藤さんにスカウトされたことも一つですけど、それの裏打ちをして

いるのが杉先生なんですね。杉先生が、何であんなに「健康教育」に力をいれられ

たのか、それはちょっとわかりません。きっと何か理由があったんでしょうね。 

Ｍ 杉先生と加藤精三さんとの関わりは、どのへんから始まったのでしょうか？ 

Ｈ とにかく、加藤さんという人はこれぞという人には誰にでもアプローチするんで

すよ。「人口問題」の館稔さんとか、愛育研究所の斉藤文雄先生。館先生も文雄先

生も、もう亡くなられたと思いますが。斉藤文雄先生と、私たちは旅行したんです。 

Ｍ そういう講師の方たちは鹿児島にわざわざみえたんですか？ 

Ｈ もちろん、お呼びするんですよ。遠路はるばる。こちらからも上京しますし。加

藤さん、その他おおぜいの保健科の先生方をどのくらいの期間研修させたのでしょ

うかね。そういう意味では、どれくらいお金を使ったかわかりませんよね。 

Ｍ 超一流の講師を長時間拘束して、しかもしっかりした研究をするわけですからね。 

Ｈ それだけでなく、こちらからも保健科の先生を出張（上京）させて、勉強させた

わけですからね。 

  私たちは「健康読本」を作るために、斉藤文雄先生と県の人と４、５人で一緒に

一週間旅行しました。乳児死亡率の低いところとか、長寿の村とかをあらかじめ統

計的に調べておいて、そこに何日に行くからと言っておいて、町長、村長、保健婦、

助参婦、そういう人を一同に介して座談会を開いてもらいました。そこで、どうい

う食生活をしているとか、なぜ乳児の死亡率が低いだとか、なぜ長寿なのかという

ことを、座談会の話のなかから引っ張り出すんです。 

Ｍ 時間の経過からすると、テキストを作るための取材が先ですね。 

Ｈ そうです。 

Ｍ 一週間も行くわけですから、夏休みとかを利用して旅行されたわけですか？ 

Ｈ エッセーにも書きましたが、麦畑の記憶があるから・・・、そう考えると、おそ

らく初めから教壇にたったわけではないでしょうね。鹿児島に赴任してから、初め

に準備期間があったと思います。たぶん・・・。そこで「健康読本」を作ったよう

に思います。 

Ｍ そのころ、瑞穂（坂）先生と同時に行かれているんですか？ 



56 近藤 真庸  

 

Ｈ 時間的には、昭和 16 年 12 月８日に開戦でしょ。その年の 12 月何日かに繰り上げ

卒業で卒業させられちゃったんです。そのとき、すでに私たちは島根に行くような

つもりでいたんです。学校では、すぐには外に出さないで、来年（17 年）の３月ま

で止めおかれたんです。その三カ月くらいは、私は病室の臨床をやっていました。

それで、４月からということですから。４月になる直前に島根に行くことになって

いたのを、鹿児島に加藤さんが移られるということで、急きょ翻っちゃったんです。

初めは、同級生７人くらい島根県に行くことになっていたんです。加藤さんが、島

根県の学務部長としておいでになって、「何人でもいいからきてくれ」って熱心に

頼まれて、私たち７人行くことにしたんです。そしたら話しが変わちゃって、加藤

さんが鹿児島に行くことがわかったら、今度は島根の方でそんなにいらないって言

い出したんです。次の学務部長さんは、必ずしもそれをやらないわけですから。せ

っかくだからやればいいのに、変なもんですね。それで、３人しかいらないって言

われて、そのなかに、神谷さんと坂さんと私が残ったんです。この３人は、向こう

が指定してきたんです。私は、すでに隠岐高女に行くことに決まっていたんです。

荷物はすでに行ってしまってたんです。やなぎごおりが････。私は、７人て言われ

たのを３人って言われたから、じゃあ行くかと言うのは、ちょっと友情として忍び

なかったし、もう一つは杉先生とか、いわゆる加藤さんグループがしきりにラブコ

ールした訳ですよ。「今度学務部長が変われば、最初のような構想で仕事はできな

いよ、鹿児島へおいで」と、あまりに言われたので････。私たち、まだ子どもだっ

たでしょ。だから、どうしていいかわからなくて悩んだんです。杉先生なんかも鹿

児島へいきなさいって言ったし、しかたなくて聖路加の校長先生、亡くなられた湯

槙先生に、「誠に申し訳ないけど、私たち島根に行くのをやめます」って言ったん

です。そうしたら、すごくおこられまして、「あなた方なんか、卒業生と思わない

から」なんてお叱りを受けてしまって････ 

Ｍ 私たちと言うのは？ 

Ｈ 私と坂さんの２人です。 

Ｍ 神谷さんは？ 

Ｈ いっちゃったんです。彼女は一人だけいっちゃったんです。神谷さんは「行きま

す」ってストレートに言ったんです。学校は、ちゃんと県と約束しているのに、何

事かといっておこりました。学校のメンツに関わると思ったんでしょうね。 

  神谷さんは、いい子になった訳。彼女は非常にはっきりしているので、私は行き

ますと言って、私と坂さんは杉先生と加藤さんの威力の両方で困って揺れたんです

が、「私たちはやめます」って言って、加藤さんの方の仕事についていったんです。

それで「健康読本」は私と坂さんでやったんです。神谷さんは関わりませんでした。 

  学校から怒られたときはつらかったんですけど、やっぱり行って良かったと思っ
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ています。 

                 （中略） 

  幻の本、「健康読本」、どこかから出てくるかもしれませんね。捨ててないと思

うんですが････ 

Ｍ 活字でちゃんとなった印刷物で、子どもたちは１冊ずつもっていたのですか？ 

Ｈ そうです。初めは、折込みみたいな長い印刷物に項目立てがしてあって、その下

に内容を書いたりして、そんなものを使っていました。レジュメみたいな。それか

ら、一冊の本にしたんです。その本を作るまで、ずいぶん大変でしたけど。 

Ｍ そんなに厚い本を、先生と坂さんが書いて････ 

Ｈ 一番先に二人で書いて、その後いろんな人にみていただいたんです。加筆しても

らったり。最後に、誰が書いたかわからなくなるほど大勢の人のペンが入りました。 

Ｍ さっき、日常生活の云々ということを話しされましたが、目次の項目はどんな？ 

Ｈ 「清潔」なら、清潔のなかに、一、二、三、四と、健康上大切な項目がいくつか

ありますよね。例えば、「栄養」だったか「食事」だったか忘れましたが、それと

か「清潔」とか、それから「環境」良い空気、呼吸とか、そういうのが項目として

あったように思います。その項目について、どういうことに気をつけなければなら

ないかというようなことが書いてあったように思いましたけど。それを実践するわ

けです。実践をする段階では、自分では工夫してやりました。例えば、お弁当を調

べたり、それから家の間取りを書かせたこともあります。一高女に来るお子さん達

はちゃんとした家の子ですから、立派なお屋敷で、風の強いところは立木がいっぱ

い植えられている家だとか････家のつくりなんかを書かせました。あまり木が多い

とあまり日が射さないから伐ったほうがいいのかしらって言ったり。そんな授業を

していました。 

Ｍ 日常の食事とか栄養は、先生が執筆された部分ですか？ 

Ｈ ええ。坂さんとどう分担したか忘れましたけど、何せ最初のオリジナルは坂さん

と二人で書いたんです。書けと言われて････。それを斉藤文雄先生にみていただく

とか、杉先生にみていただくとか、いろんな人の手が入って、最後には加藤さんな

んかが自分で書き出したりして。 

Ｍ 書くときに構成を考えますよね。その構成を考えるところは、先生と坂さんがや

られたんですか？ 

Ｈ 構成を考えるときは、杉先生がずいぶん指導して下さったのではないかと思うの

ですが････直接どうだったのかはちょっと覚えていません。筋ぐらいは、してもら

ったと思うんです。卒業したばかりでしたから。 

Ｍ 書かれるときは、何を参考にして書かれたんですか？ 聖路加で習われたときの

ノートとかテキストとか？ 
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Ｈ 何を使ったのか････ 

Ｍ 直接そういうものに関わる杉先生の著作みたいなものはあったのですか？ 

Ｈ 直接すぐというものは、なかったように思います。今のように資料があるいうわ

けでもなかったんですよね。ですから、そんなに大したものではなかったと思いま

すよ。 

Ｍ 学生の方に伝えたいと、心から思ったことを、大事だよということを書かれたん

ですかね。 

Ｈ ････何にも無しで書くことはできませんから、ささやかながら今までの蓄積で、

子どもたちに何を教えたらいいのかという、教案なんかを作りますよね。その程度

のもので、女学校の一年生に教えるのですから、そんなに難しいことは書いてなか

ったと思います。やさしく書くことはむしろ難しいんですけどね。わかりやすく、

これだけはという大事なことを書いたような感じがします。「日光」の大切なこと。

紫外線によって････というようなことも書いていました。 

Ｍ 例えば、母性ということで、いわゆる「性教育」ということか「妊娠、出産の生

理」とかは？ 

Ｈ そういうのは書いてません。将来の母性という意味では、結局健康なお母さんに

なるための心身の健康づくりを取り上げましたが、性とか妊娠という直接の問題は

取り上げずに、受け皿というか、健康なからだ健全な生活をする女性という意味。

性教育には、全然触れていません。月経とかその後のことも全然触れていません。

むしろ、それに触れるとすれば、上級生の方で触れるのでしょうが、私たちの「健

康読本」のなかには入っていません。 

 

●鹿児島での加藤精三 

Ｍ 加藤精三さんは、直接鹿児島に移られるわけですけど、僕なんかが常識から考え

ると、また鹿児島で「保健科」をやるために予算を獲得するとか、島根でやったよ

うに準備期間が一年とか相当いるのではないかと思うのですが、そんなに簡単に先

生をお呼びして、簡単にパッパとやれたことが不思議でならないんですが････ 

Ｈ 私の記憶が････４月１日付けで辞令はもらったと思いますが、夏休み前くらいま

ではなんだかんだ準備とかで教壇にたったのは、あるいは夏休み過ぎだったかも知

れません。とにかく加藤さんは島根でやろうと思っていたことをそっくり鹿児島に

持ってきたんです。後は予算獲得だけです。それから、部下に説明してやる気をお

こさせるという、あのときのことで非常に印象深いのは学務課長さんという人がい

ましたね。片岡さんという人だった。非常にまじめな方で。加藤さんは島根から鹿

児島に行ってから、夜も寝ずに働いたんじゃないですか。例えば、夜中に学務課長

を呼ぶということがよくあったと聞きましたから。夜中に電話がかかってきて、す
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ぐ来てくれって言って。日に夜をついで、やることを準備したんじゃないでしょう

か。後、もう一人、社会課長の富高さんという方がいて、その方もなかなかの人物

でした。社会課長も、この人もやはり保健婦養成所を作るときのキーパーソンでし

た。富高さんも、ずいぶん酷使されていました。その方は、私たちの宿舎の世帯主

になってくれたりしました。 

Ｍ 「保健婦養成所」は、いつ設置されましたか？ 

Ｈ すぐに、「保健科」と同時にやりはじめました。「保健婦養成所」の生徒を奄美

大島などいろんなところから集めました。その仕事を社会課長がやられたんです。 

Ｍ 「保健婦養成所」のために、という名目で予算を獲得したんでしょうか？ 

Ｈ そうだと思います。 

Ｍ 加藤さんはそれだけじゃなくて、女学生に対する「健康教育」。ひょっとしたら

それがねらいだったかも知れないけど、予算を獲得するためにメインを「保健婦養

成所」においたというわけですか？ 

Ｈ たぶん、そうだったのではないでしょうか。予算を獲得しやすいですから。 

Ｍ さすがに、教育財政の本を書いておられるだけありますね。 

Ｈ ずいぶん立派なものを書かれていますね。とにかく、お金をうんと使ったらしい

ですよ。だから、とばされちゃったんでしょうね。 

Ｍ 島根から鹿児島に、突然いくというのは、いったいどういう動きでそうなったん

でしょうね。せっかく、島根で構想したの。 

Ｈ 不思議ですね。その理由は私にも全然わかりません。 

（中略） 

Ｍ 坂さんは、どうされたのですか？ 

Ｈ 坂さんは、縁づいちゃったの。お寺さんに。学校は、私は第一高女で、坂さんは

第二高女でした。学校は分かれたんです。第二高女というのは、当時師範の附属だ

ったかしら。 

Ｊ 二つの高校で「保健科」は行われていたのですか？ 

Ｈ 「健康教育」と言うのは、私と坂さんの二人だけがやっていたのではないんです。

県下の先生方全部がやったんですよ。「保健科」を。 

  私たちが、本を書いて、模範教授なんかはやったりしましたけど、本を作ったぐ

らいですから、「家政科保健」を県下全部の女学校でやりました。そのために講習

会なんかもやりました。 

Ｍ そうすれば、鹿児島の図書館で探せば、あるかも知れないですね。県下、何校の

女学校があったのですか？ 

Ｈ それは、知りません。たった二つの学校のために加藤さんがこれだけ力をいれた

わけではないんです。選んだかも知れませんけど、主だった女学生にそういう教育
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したんです。そのために「保健科」の先生方を東京に出張させたりして････ 

  もう一人介在する女性がいるんです。それは、「家政科」の主任っていったらい

いのか、長舟（おさぶね）鏡子さん。神谷さんから聞いたと思いますが、この方が、

なかなか権威のある家政科の大御所で、私たちはずいぶん鍛えられました。日本女

子大を出られて、ずっと家政の先生をしておられて、一高女と行ったら、天下の長

舟と言われるように、大変な権威を持っていた先生で、その先生が大勢の家政の先

生を引き連れては東京へ行かれていたんです。その先生は、「健康教育」に直接は

かかわらなかったのですが、私たちのことはずいぶん教育されました。「鹿児島と

いうところは礼の県ですから、みなさんお気をつけあそばせ」ということで、お辞

儀の仕方、言葉遣い、履き物の脱ぎ履き、そんなことからずいぶん教育して頂きま

した。 

Ｍ 鶴丸高校の学校史みたいなものがあるとすれば、第一高女の「保健科」の記述が

でてきますかね。そのことがわかっていれば、きちんと調べてからくるべきだった

と思うのですが、そのぐらい重大な出来事なんですよね。学校史に書かれて当然の

できごとですよね。鹿児島県の教育史のなかに書かれてもいいくらいのことですね。 

Ｈ 大挙して行きましたけど、「保健教育」が本当に鹿児島で受け入れて頂いたかど

うか････。加藤さんはほどなくしてぽんと飛ばされてしまいましたから、その後「健

康教育」が根づいたかどうかは････私がいたときまではやられていたのは確かです

が、その後のことは、ちょっとわかりません。 

Ｍ 左遷というのは？ 

Ｈ みんなの噂だったんですけど。だって、県知事になるのではと期待したくらいの

人でしたから。それが、一転して青森の経済部長 

Ｍ 昭和 17 年 11 月に青森経済部長となりと書いてありますね（『山形県教育史 人

物編』）。 

Ｈ そうすると、17 年には青森にいらしたんですか。そういうことでしたかね。 

Ｍ わずか７カ月の間に、しっかり種を蒔かれて････ 

Ｈ 仕事をさせてくれたんですね。保健婦養成所は、ずっと続いています。 

 

●三浦 貞さんのこと 

Ｈ 三浦さんも「保健科」に深く関わった人です。亡くなりましたけど。もう一人、

和井さんという人もいました。今井さんは「保健婦養成所」にいた人です。名前は

思い出せません。 

Ｍ 四年生の時に、講堂かなんかに集められてこないかとか何とか言われたわけです

か？ 

Ｈ 加藤さんですか？ そうなんですよ。大勢の部下を連れていらっしゃいまして、
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何人でもいいから、多ければ多いほどいいっていわれて、すっかり私たち感激しち

ゃって･･ ･･ 

Ｍ そのとき、三浦さんもいらしたんですか？ 

Ｈ いらしたかもしれないなぁ。この人も本当によく仕事された方でした。加藤さん

とは、意気投合していたんじゃないですか。三浦さんも公衆衛生院におられたんで

す。私、一緒にお仕事しました。厚生省の看護課長までやった方です。英語もかな

りお出来になって。 

Ｍ 三浦さんの書いたものを読むと、「16 年８月、鹿児島から６カ月間出向という形

で島根県に勤務することになりました」って書いてあるんです。もともと、鹿児島

にみえたんですね。 

Ｈ この人は、どういうあれから鹿児島に行かれたのかしら。三浦さんの姪子さんが

三浦さんの一生をまとめて、それがあるんですよ。 

Ｍ 松江北高に行ったら、当時（20 年）の教務日誌というのがありまして、それを見

ると、三浦さんはまだそこにおられて、出張をとにかくたくさんされているんです。

その動きはメモしてきたんですけど、『島根県保健婦会発足 20 周年記念誌』の論文

を見ていると、いろんなところに三浦さんの名前が出てきます。「この人をのけて、

論文を書くわけにはいかない」という思いが強くなってきまして、非常に関心を持

って、ようやく三浦さんのことを調べ始めたところなんです。 

Ｍ 杉先生は、鹿児島となに関係があるんですか？ 

Ｈ いえ、東京人ですけど、加藤さんがアプローチしたんじゃないですか。杉先生の

こと、すごく尊敬していましたし、どなたから紹介されたのか知りませんけど、私

のような仕事をするものをどういうふうに使うかっていうことで････。（中略）三

浦さんの本と「健康読本」が見つかりましたら、送ります。 

 

【註】「聞き取り」記録の公表にあたって、小池明子さんのご経歴はじめ、小池さんの証言に登場する人  

物のプライバシーに関わる事項については、「岐阜大学地域科学部研究報告の投稿について確認すべ  

き事項」および「岐阜大学機関リポジトリ運用指針（公開要件）」に基づき、割愛した。 
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《資料②》瀬上（旧姓 神谷）豊子さんの「聞き取り」記録 

 ［日誌］ 

  ・日時：1991 年 11 月 29 日（金曜日）午前 10 時～11 時半 

  ・場所：瀬上豊子さんのご自宅（静岡県沼津市在住） 

  ・対象：瀬上（旧姓 神谷）豊子さん（Ｔ） 

  ・聞き手：近藤真庸（Ｍ）、加藤潤子（Ｊ）   

  ・テープおこし：加藤潤子（Ｊ） 

   ・校閲・編集：近藤真庸 

 

［訪問の経緯］ 

 沼津駅より、瀬上先生の所に電話を入れ、いまからいくことを伝える。タクシーに

乗り、５分も立たぬ間に瀬上先生の自宅に到着。豊子先生が、玄関先で迎えてくださ

った。すでに手紙で伝えておいた質問事項に沿って、当時の話をいろいろしていただ

いた。 

 以下は、そのときの「聞き取り」記録である。 

  

［記録（抜粋）］  

●加藤精三の想い出、松江高等女学校への赴任とそのきっかけ 

Ｔ 片寄先生は私が赴任した校長先生で、加藤精三先生は私が昭和 17 年の４月に行き

ましたときは、転勤で鹿児島に行かれておしまいになっていたものですから、直接

仕事は一緒にしていません。どういう人なのかということだけは、聞いてはいます

けど・・・。私たちの卒業前に、スカウトに学校に見えてそのときの印象は非常に

強いものがあったわけですが。仕事の面では、小池さんや当時の瑞穂（坂）さんは

鹿児島に行ってしまいまして、私だけが、なんだかみんなから振られたみたいに松

江に行きましたけど、そのときに同級で島根県に行ったのは、私一人なんです。そ

れから、浜田に中村さんといって私より一期うえの方が行かれまして、益田には、

一級下の青山さんという方が行かれまして、つごう３人島根県に行きました。 

  松江の保健婦養成所に私たちの先輩の三浦貞さんという方、厚生省の看護課長を

やめられて、４、５年前に亡くなられましたけど。その方が、中心になってやって

いました。その方は、たいへんバイタリティーのある立派な先輩で、私はその方と

生活も共にして、その方は保健婦養成の責任者でしたが、保健科の方も手伝っても

らって、保健科は私一人だけではとうていできませんけども、そういう保健婦養成

も保健科と一緒にやっていくということで、そういう方もおられたものですから、

非常に心強かったです。片寄校長も非常に熱心で純朴なとてもいい校長でいらっし

ゃいまして、そしてそのほかにその当時の「家事科」の橋本そえこさんと土屋さん
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という日本女子大の家政科をでられた方、この２人が保健婦養成所の方も手伝って

おられたんです。私は「保健科」では一人でしたけど、そういうスタッフがそれな

りにおられましたし、加藤精三先生が島根県でだいたいの基本的な線をしいてでて

行かれていますから、そのままを片寄先生なんかが熱心に引き継いでみえましたか

ら、私が島根に行ったときにはだいたいの基礎的なラインはできていたということ

です。 

  ご質問に戻りますけど、昭和 16 年の 12 月に我々は繰り上げ卒業だったんですけ

れど、ちょうどその年の 10 月ごろに加藤部長たちが聖路加に見えられまして････

その当時は今と違って、みんな社会的に何か一つ我々にできる役割を発揮したいと

いう、非常に燃えていたわけです。遠いところは、中国のいわゆる満蒙の開拓団な

んかに保健婦として乗り込んだり、農村の保健婦として入り込んだり、みんな燃え

てやりました。そういう社会的な背景もありましたし、一つには聖路加の教育とい

うこともありましたけど、あそこでは３年は臨床看護ですけど、あとの１年がいわ

ゆる保健婦的な、当時でいう公衆衛生看護ですね、今はそんな言葉をあまり使いま

せんけど、そのことで１年間外に出たり、実践的な教育を受けました。それから、

幸いなことに、外から見える講師に非常に恵まれた学校でした。亡くなられた、東

京教育大の石浜先生、それから今も生きておられる生理学の杉先生。あの方が、ど

うしてか聖路加の私たちをかわいがってくださいまして、そして私たちも人数が少

なかったですから、そういう点で先生と密接に交流ができましたね、今の大学と違

って。そういうことに恵まれたということもありまして、保健教育ということには

どの先生もうんと力をいれてくれましたから、私たちも外にでて、何か公衆衛生的

なことや学校でもということで、ちょうど燃えていたというか。そこにもってきて、

ちょうど加藤精三部長が熱心に「聖路加の卒業生でなければ」と言うことで演説を

ぶたれたものですから、卒業生はたった１学年 17 人でしたが、その中の５、６人が

行こうかということになりました。入学時は２５、６人いたんですけれど、あそこ

も結構きついですから････ 

Ｍ 繰り上げの卒業っていわれましたが････ 

Ｔ 戦時中で、17 年３月卒業が 16 年 12 月になったんです。 

Ｍ ちょうど真珠湾の頃ですか？ 

Ｔ そうです。ちょうどそのころが、我々の卒業試験のまっさいちゅうでした。まだ、

そのころ防空訓練なんかはやりましたけど、まだそんなに戦時下っていう感じでも

なかったんですけどね。 

Ｍ 加藤精三さんがこられたのは、小池さんのエッセーのなかに秋と書かれていまし

たが、何月のことでしたか？ 

Ｔ 10 月ごろだと思いました。 
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Ｍ それで召集がかかったんですか？ 

Ｔ ええ。そこで、「保健科」の話しをずっとされまして････それじゃあということ

で、みんな島根に行くつもりが加藤部長が鹿児島の方へ行かれたので、私のクラス

の人の中では小池さん、？（注：聞き取れず）さん、島田さんの３人でしたか、そ

の人達は鹿児島の方へ行きました。 

Ｍ 三浦貞さんは、そのころは････。三浦さんは、名簿に 16 年８月と書かれています

から、三浦さんが行かれてその関係で加藤精三さんが聖路加へ見えたということに

なりますかね。 

Ｔ そういうことになりますね。 

Ｍ そうすると、三浦さんの働きぶりや様々なことををみてということでしょうね。 

Ｔ そうですね、あの方はとても立派な方でした。 

Ｍ 卒業生を集めたときは、三浦さんも見えていたんですか？ 

Ｔ 見えていなかったと思いますね。有名な三浦さんですから、みんなのあこがれの

先輩で、みんな存じ上げていたということですけどね。私などは、三浦さんを頼り

に行きましたけど。 

Ｍ 加藤精三さんが見えたときですけど、教室みたいなところに、朝とか午後とか･･

･授業中に集まるということで集められたのですか。 

Ｔ 授業中でしたかね････。時間的なことは、ちょっと覚えがないですけど。 

Ｍ 豊子先生は、ご出身が福井ですよね。日本海というとこではつづいていますが･･

･加藤先生の話しを聞かれて心が････？ 

Ｔ どうして、島根県だったんでしょうね。やっぱり三浦さんがいい仕事していらっ

しゃるし、先輩がおられなかったら、私もあそこまでは足がのびなかったかもしれ

ませんね。だから、小池さんたちは隠岐の方へ行くのをやめられて鹿児島へ行かれ

てしまったわけですけどね。私たちが「保健科」の仕事をするというときには、昔

の「家事科」の先生という方たちとの人間関係といいますか、それが････私なんか

はまだ学校を出たてで若かったものですから、そういう人間関係が大事だというこ

とはまだわかりませんでしたけど、じょうずにやってかなければいけないというこ

とがだんだんわかってきました。 

  鹿児島の方では、長舟先生という「家事科」の先生が見えて、その方は立派な方

だったようです。島根県の方では、小林先生とかそういう「家事科」の先生が２、

３人おられましたから、そういう方たちがやられていた「育児・保健」が、「保健

科」の領域の方へきてしまったわけですから、そういう点で「保健科」は、学校の

なかで孤立してしまいました。なかなか難しいものでした。そういう点では、いく

らか気をつかいました。 
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●松江高等女学校「保健科」 

Ｍ ３月に赴任されたと書いてありますが、１日なんですか？ 

Ｔ そうでしたかしら。私の辞令からみると、17 年４月１日になっています。 

Ｍ ３月には、移動されていたということですか？  

Ｔ そうです。だから、１～３月までは卒業してしまった後ですけど、しばらく････ 

Ｍ そのあいだは、どうされていたんですか？ 

Ｔ そのあいだは、しばらく聖路加に残って、ちょっと仕事みたいなことをしていま

した。 

Ｍ そのときは、もう島根に移ることを決めていられましたか？ 

Ｔ はい、決めていました。 

Ｍ その準備をされていたということですか。 

  ４月から、さっそく授業ということですか？ そこまではいかなかったでしょう

ね。 

Ｔ そのときには、もうカリキュラムとかそういうのは、資料にもありますように全

部できてましたし、看護実習室とか育児をかねての実習室ですけど、そういう部屋

の整備をするとか、看護学校ではないので女学生向きの備品をそろえたりなんかし

ました。隣のいさを保育園とか、そこに働いていらっしゃる保母さんとの打ち合わ

せとか、そういうことで最初はかなりとまどってしまったことがありました。「保

健科」の外から見えているお医者さん、講師さんたちがおられますけど、そういう

方たちはみんないいかたでございまして、島根県というところが土地柄として純朴

な人柄の人が多かったので、そんなに「保健科」が独立して、若い教師がどうのと

いうので、非常にやりにくかったということはあまりありませんでした。 

Ｍ 最初の試みですし、それが島根で行われたということで、ぼくなんかもたいへん

驚いたし、いままで全然知らなかったことなんですけど、その当時のことの臭いを

少しかいでみたいと思いまして、２、３日前まで東京に行っておりまして、当時の

『山陰新聞』『松陽新報』『島根新聞』を、今マイクロフィルムになっていまして、

昭和 15 年あたりからずっと繰っていきました。その移しはまだ手元に届いていない

んですけども、 

Ｔ あのころは“生めよ殖やせよ”のすごい時代でした。 

Ｍ 毎日、新聞の状況の中で生きておられたんだな････。「保健科」なんかも、そう

いう中では丈夫な子どもを生み育てていくという社会的な使命を、加藤精三さんが

いち早く大事だということで････そうとう力があったんですね。それから先を見る

目というか、なかなかの構想力と実行力があって････その構想を見る限りでは、今

でも「保健」というのは日陰でして、大事な教科にもかかわらずなかなか････とい

うなかにあって、だから直接先生におうかがいしたかったのは経緯と、先生のやら
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れたなかでの、どんなふうに授業というか講義なんかをやられて学生さんたちが育

っていったのかということをぜひおうかがいしたいと思いまして。 

Ｔ あのころ、私たちが頭に植えつけられたのは、「人口政策確立要綱」です。それ

から、もうご存知のとおり結核です。従って若い子を相手にして、とにかく丈夫な

子どもを生めよ殖やせよで、当然みんな女の子ばかりですから、若いお母さんたち

になったらとにかく丈夫な子どもを生んでその子を結核にかからせたら大変だし、

というような１つの目標もございました。まだ、そのころ戦時食まではいってなか

ったですけど、ぼつぼつとそういう影がでてきますと、やはりどうしたって丈夫な

からだというのを国が求めていることだし、そういうはっきりとした目標みたいな

ものがありましたから、今の方が教えられるよりは、ある意味では教えやすかった

でしょうね。そして、「健康教育」というものを土台にしていましたので、これば

かりは理論の学科よりも本人が実践しないことにはどうにもなりませんし、だから、

そういう実際に手を使いからだを使って行動するというように、いわゆる実践的な

教育というものをどういかしていったらいいかということを、いつも思っていまし

た。私たちの聖路加での教育というものも、そういうことを非常に強調していまし

て、外の実習もさることながら、何しろ自分でやってみるということを････おかげ

でそんなことも女学校でどうしたらいいかということで、けっきょく家庭看護法と

か育児なんかでは、あまりお金がなくて教材なんかはあまり揃えれませんでしたが、

何しろものが潤沢に揃う時代でもございませんでしたが、そういうことに努めて看

護の実習だとか育児の実習なんかでは、仕方がないので模型なんかを使いまして、

いろいろ入浴の仕方だとか、実際のベッドを使って、学生さんに患者になってもら

ってからだを拭くとか、そういうことを看護法なんかでも、やれるだけはやり ま

した。また、幸いに保育園との提携がうまくいっていましたので、保健婦養成所の

生徒さんも行っていましたけども、そこへまた女学生が一緒に行って、一緒に子ど

もさんを見て手を下してやったり、そういうことは努めてやったつもりですけど、

昭和 18 年くらいになってきますと世の中が大変になってきましたけどね。まあ、そ

んなことはまだ真珠湾がどうのといっても、日本に空襲がというのは、19 年に入っ

てからのことですからさほどでもなかったでしたけども、それなりに実践というこ

とを主に考えてやってきました。でも、それ程までの効果があったかどうかは・・

・。学生さんの中にも、２、３人聖路加へ入った子もいます。 

 

●テキスト（講義要綱）の内容と体裁  

Ｊ 授業は、１年生から組まれていたわけですか？ 

Ｔ １、２年は、私はしておりません。３、４年。 

Ｍ 最初に行かれた年は、４年生だけですか？ 
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Ｔ 最初は、どうだったかな？ もちろん４年生は持ちましたが、３年生から入った

と思いましたね。あのころの、「家庭看護」と「育児法」、それからちょっとした

「人口問題」やら「健康教育」、時間にしたらほんのわずかでしたけど。４年生が

主でしたね。 

Ｍ 先生が、学んできたテキストとか本とか、最初に授業をやるに当たって、手がか

りになるようなものとして、どんなものがありましたか？ 

Ｔ あのころは、杉先生がお書きになった本ですね。それをむさぼり読んだりして。

当時は、そんなに「保健」のまとまったいい参考書があまりありませんでしたし、

鹿児島のほうでは、瑞穂さんと小池さんが「健康読本」の学習書をお書きになりま

したし、私どもの方では、もう私が行ったときには、それこそ簡単な「保健科」の

テキストですね、本当に、昔の和紙みたいな白い紙に印刷だけ簡単にして。 

Ｍ 活字ですか？ 

Ｔ そうそう。内容が、教科書や参考書的に書いてあるのではなくて、何々について

という項目だけを出して、本当に簡単なテキスト、まあ講義要綱みたいなものです

ね、そういうものができてまして。 

Ｍ 先生が行かれたときには、もうすでにできていたんですね。 

Ｔ そうです。タイトルは何と書かれていたんですか？ 「育児」と「家庭看護」で

す。 

Ｍ 「育児・家庭看護」で１冊ですか？ 

Ｔ そうです。 

Ｍ それで、綴じてあるんですか？ 

Ｔ 簡単に綴じたものです。 

Ｍ 何ページほどのものだったんでしょうね？ 要綱だけですから、たいした厚さの

ものじゃないないでしょうね。 

Ｔ 薄っぺらのものでしたよ。何ページあったかは記憶しておりませんが。 

Ｍ どなたが作られたんですか？ 

Ｔ そういうのは、きっと片寄校長や三浦さんやら、それから「家事科」の先生がた

ちとの合作だと思います。 

Ｍ 三浦先生おみえたわけですね。そのテキストを手渡されて、一応これに沿って・

・・ 

Ｔ それに沿って、私が肉付けをしてやっていました。当時の聖路加の時に教えても

らった、当時の保健、私たちの免許状は「生理衛生」ですけど、当時は学科として

「保健」というのはなかったですから、それでもやっぱり保健的なことの教材でだ

いぶん聖路加の時にそれなりに受けていますから、ですから、そういうものを元に

してやってはいました。 
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                  （中略） 

Ｍ その要綱は、学生さんには手渡されてはいなかったんですか？ 

Ｔ 手渡してありました。 

Ｍ 瀬上先生は、お持ちであるはずはない？ 

Ｔ その後は、ご存知のとおり、戦災だ地震だでもうみんなすっかりなくしています 

Ｍ 今の証言だけでも、たいへん貴重で、そういう意味では作られてそういうものが

あったということだけでも、大事なことですから････ 

Ｔ 誰かもってれば････。小池さんでももってるかなあ？ その当時のテキストがあ

ったら、とお思いになるわけですね。 

Ｍ 要綱があれば････。まあ、だいたい予想はつくんですけども････、、、 

Ｔ 小池さんに、電話ででも聞いてみましょうか。 

Ｍ 今でも、ときどき連絡を取られているんですか？ 

Ｔ 私、いちばん仲良くしていますので。仙台に住んでいまして、勤めは岩手の看護

短大へ新設で行っています。 

Ｍ まだ、バリバリでやっておられるんですか？ 

Ｔ 仙台に半分、岩手に半分に住んで。明日にでも、お宅がいらしたことを連絡しま

しょうか。小池さんが、加藤精三さんのことをこんなに覚えていたことを感心して

いたんですけども。一度、電話をいれてみますよ。鹿児島で作られた、なにかがあ

ればね。50 年前のことですからどうかわかりませんが、あるいはどこかのすみにで

も入っていればね。私は、全然何もないものですから申し訳ないですけれど。 

 

●松江高等女学校から転任、その後の「保健科」 

Ｍ 松江高等女学校は、昭和 19 年でやめられていますよね。それまでは、結婚はされ

ていなかったんですか？ 

Ｔ 19 年に、自分の出身の福井に帰ったんです。もう戦争が激しくなってくるわ、下

宿が難しくなるわで。小池さんもちょっと書いておられますが、そんなことで、19

年３月に転任のかたちで、福井の県立五高ですけども、そこへかわりまして。 

Ｍ お勤めは、何という････ 

Ｔ やっぱり高等女学校の教諭として。ゴコウですけどね。 

Ｍ そこで、何を担当されていたんですか？ 

Ｔ 「生理衛生」と「家事科」の中の保健的なこと、育児的なことを少し。まだ「保

健科」とまではいっていませんでしたけど、 

                 （中略） 

Ｍ 当時の写真などはないのですか？ 松江高等女学校の卒業写真だとか。そういう

写真を撮った記憶はありませんか？ 



 「保健科」成立史の研究（Ⅱ） 69 

 

Ｔ どうしましたかね。みんな焼けてしまったのかしら。 

Ｍ 卒業生の方が持っておられる可能性みたいなことはあるということですか？ 

Ｔ あると思います。 

Ｍ そのときに、先生も一緒にならばれたわけですか？ 

Ｔ そうでした。でもあのころは、やっぱり何とはなしに余裕はなかったですね。下

宿といってもだんだん食糧の事情も悪くなってきましたし、いろんな点で今から思

うとだいぶん風雲急なときで････ 

Ｍ やめられる前まで何年間かあったわけですけど、最初の年からなかなか授業なん

かも勤労動員なんかで抜けたりしたでしょうし、実質どのくらい授業はやられてい

たのですか。 

Ｔ 勤労動員ということになりますと、島根県にいるときはまだ動員されたという記

憶はありません。 

Ｊ 豊子先生が、福井へ移られたときは、島根において「保健科」はもうやられてい

なかったのですか？ 

Ｔ まだ、その後も続けてやっておられました。福井の女学校では、「保健科」はま

だできていませんでしたね。 

Ｊ 他の先生がやっておられたのですか？ 

Ｔ 他の先生がやっておられたわけですね。 

Ｍ 先生が福井へ戻られるのは、惜しまれたんじゃないですか？ 

Ｔ そんなんでもないでしょうけど。 

Ｊ 引き継いで、他の誰かがこられたわけじゃないんですか？ 

Ｔ 別に、聖路加の後輩が来たというわけではありませんけど。 

Ｍ 職員名簿を見ると、先生がやめられたのは、昭和 19 年の４月ということになって

いますね。その後、「保健科」を引き継いで担当される方はどなたになるんですか？ 

それらしい方はその後みえてないですね。 

  三浦さんはしばらく長くおられたんですね。 

Ｔ 三浦さんも、もちろん手伝ってくださったんでしょうけど････この橋本そえ子さ

んという方も前からいらした、昭和 16 年７月からですけど。日本女子大の家政科を

でられて、「保健婦養成所」の方を手伝っていらしたんです。小谷さんは、当時や

ってらした。小谷さん、三浦さんにも一部やって頂いたりして、後は「保健科」教

諭としての専任の人というのはこなかったわけですよね。土屋みちさんという方も、

私と同じ時期にやめてらっしゃいますが、この方も橋本さんと一緒に「保健婦養成」

の仕事をしていらっしゃいました。日本女子大の家政科をでられた方です。 

Ｍ みなさん、東京から見えたんですね。 

Ｔ その辺のことは、どうもあいまいですね。 
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  高橋益子先生は、当時の「家事科」の主任のようなかたでした。昭和 16 年からで

すね。 

Ｊ 「家事科」の先生方は「保健科」には全然かかわってなかったのですか？ 

Ｔ やってませんでした。 

Ｍ 高橋先生という方は、豊子先生と同じくらいの時期から勤められていますね。 

Ｔ 福間さんという方も「保健婦養成所」の方を手伝っていらした方です。よく、お

調べになりましたね。 

Ｍ 加藤精三氏が、相当力をいれてやった仕事だったからでたということもあったん

でしょうけど。豊子先生自身、設立の最初のところからかかわって、全国に先駆け

て「保健科」を作っていくんだという自覚とか、そんなような気持ちで島根に行っ

てという感じはありましたか？ 

Ｔ ありましたね。そのころは、みんな自分でなくちゃできないんだぐらいに意気高

々としていました。 

                 （中略） 

Ｍ 21 歳くらいで教壇に立たれて････。週に何時間くらいということになりますか？ 

資料によると、３、４年は英語の毎週２時間を廃してそれに当てたと書かれてあり

ますが。 

Ｔ そんなに多くはなかったんですが、まあそれくらいでしたか。 

Ｍ 松江高等女学校ではそういうふうにやられていたんですね。資料によると、浜田、

隠岐、益田も同時にやられていたと書かれているんですが、そことの連絡というか、

一緒に集まってということは全然なかったんですか？ 

Ｔ 定例ではありませんでしたが、先輩後輩の間柄でしたから、時々会ったりなんか

はしました。 

Ｍ それは、私的に連絡を取り合ってということなのか、それとも県が、「保健科」

を１年おこなってきたけどどのくらいの成果が上げているかということを交流しよ

うじゃないかというような研修を企画したのか、どうだったんでしょう？ 

Ｔ そこまではいっていませんでした。 

Ｍ 浜田、益田、隠岐なんかの「保健科」の様子はどうだったんですか？ 松江ほど

にはやられてなかったんですか？ 

Ｔ そうですね。松江は片寄校長がおられましたし、保健婦講師人がしっかりと「保

健科」との連携のなかで、逆にいえば保健婦養成所の先生方のおかげでということ

はありますから、そういうことでは松江の方がしっかりはしていたと思います。浜

田、益田などは、やはり遠隔でしたし。 

                （中略） 

Ｔ 昔の資料があれば差し上げられることができますのに申し訳ないですね。 
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Ｊ 先ほど性教育のお話しがでましたが、島根でも「婦人衛生」の中で性教育をやら

れていたと、資料に書かれておりましたが、どんな内容のものでしたか？ 

Ｔ 「母性衛生」みたいなものもやっていましたね。 

Ｊ  人口政策とのかかわりとの関係でかなり詳しく教えられていたのですか？ 

Ｔ その時分は、おおっぴらにできるというわけではありませんでしたから、強いて

言えば「母性衛生」ですね。月経から始まって妊娠ということやら、そんなことを

ただ理論的に言うだけで、今みたいな具体的なことをしゃべるということまではと

てもできませんでした。だから、おもに月経時の衛生とか妊娠中の摂生とか、そん

なことが主でした。 

Ｍ 当時の人口政策のなかでいうと、いわゆる受胎調節というものは禁止していくと

いう方向でしたね。先生自身は専門学校では習ってはおられたのですか？ 

Ｔ 理論的に、荻野説なんかは習いました。今みたいではなかったですね。 

Ｍ 人口政策の中で、意識としても“産めよ殖やせよ”の時代だから、それに逆行す

るようなことをしゃべってはならないなということはあったんでしょうね。 

Ｔ そうですね。あのころ、宮城県の白戸総合部長の子どもさんが 11 人でしたかね、

国から表彰されて、そういう時代ですからね。乳児死亡率も、今の 10 倍でしょ。 

Ｊ 当時の新聞を見てましたら、双子誕生とか三つ子誕生という記事が大きく載って

いる時代でしたね。 

Ｍ 10 人子どもがいるというのが、シリーズで連載されたりとか。 

Ｔ そのころから比べると、今はずいぶん変わりましたね。 

Ｊ テキストは島根の高等女学校４校共通のものだったのですか？ 

Ｔ 内容はだいたいは共通でしたが、表題は違ったと思います。 

Ｊ 学校それぞれの名前で出されていたということですか？ 

Ｔ そうでしたね。 

Ｊ 片寄校長の書かれた論文の中に、学習書が 11 冊使われていたと書かれているんで

すけど・・・ 

Ｔ 数は覚えておりませんが、それくらいはあったと思います。講師の先生方、それ

ぞれにあったんじゃないかしら。何しろ現物がないですからね。 

Ｊ その教科ごとに、１冊ずつあったということになりますか？ 

Ｔ はい。 

 

【註】「聞き取り」記録の公表にあたって、瀬上豊子さんのご経歴はじめ、瀬上さんの証言に登場する人  

物のプライバシーに関わる事項については、「岐阜大学地域科学部研究報告の投稿について確認すべ  

き事項」および「岐阜大学機関リポジトリ運用指針（公開要件）」に基づき、割愛した。 


