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査読済論文 

「保健科」成立史の研究（Ⅲ） 

 

近藤 真庸 

 

(2018 年 7 月 17 日受理） 

 

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

 

Masanobu KONDO 
 

 

第１章  高等女学校での「保健科」設置の経緯［後編］ 

 

 

1．はじめに  

 本稿は、〈「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［後編］」

にあたるものである。 

「第１章 高等女学校での「保健科」設置の経緯［前編］」（『保健科』成立史の研

究（Ⅱ）」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、以下の５点を明らかにした。すなわち、 

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、1) 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。2)「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。
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3) 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、加藤が、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。 

 

また、「第１章［前編］」（第１節）の巻末で、【資料編Ⅰ】として、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」）を紹介した。 

「第１章［後編］」にあたる本稿では、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

の背景について探っていく。 

 なお、【資料編Ⅱ】として、加藤精三学部部長と並んで松江高等女学校での「保健

科」設置のために尽力した片寄卯三郎校長について、お嬢様であり、同校の卒業生

（1941 年卒）でもある福間（旧姓・片寄）澄子さんから電話取材で伺った「聞き取り

記録」（「資料①」）を掲載する。 

 また、「資料②」は、加藤精三学務部長によって視学に登用され、後に松江高等女学校

の「保健科」推進の中心的役割を果たすことになる吾郷安子が、『島根県保健婦会発足 20

周年記念誌』（村上皆子編著 保健婦会島根県支部、1962 年）に寄せた文章「第１期生

と共に」（44 頁～47 頁）の抜粋である。 

併せて、鶴岡市立図書館、島根県立図書館、及び「松操会」（松江高等女学校同窓会）

会員の方々や村上知恵子さん（当時・松江北高等学校図書室司書）のご協力により入手す

ることができた貴重な資料を、〈「保健科」が設置される前後の松江高等女学校関係の史

料一覧（「資料②」）〉として掲載する。 

  

第１章 高等女学校での「保健科」設置の経緯［前編］ 

１．はじめに 

２．加藤精三の「保健科」構想とその意義 

（１）島根県学務部長「加藤精三」の就任と「保健科」への模索 

（２）加藤精三の「保健科」構想とその意義 
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2．島根県松江高等女学校「保健科」設置の動機とその背景 

 

（１）「松江高女結核不祥事件」と学校衛生の強化 

『松江北高等学校百年史』（松江北高等学校百年史編集委員会編、1976 年）の第６章

第３節２項「戦時体制下の松江高等女学校」には、〈第 11 代 片寄卯三郎校長の就任〉

〈保健婦養成所の設立〉〈保健科の履修〉と並んで〈結核事件〉という見出しで、1940（昭

和 15）年 7 月 3 日付の『大阪毎日新聞 島根版』に掲載された「驚くべき結核患者 先

生からか、生徒百余名罹病 某県立高女」の記事を紹介しながら３頁にわたって事件の

あらましを記述している。 

「某県立高女」というのは、松江高等女学校のことであり、これが社会問題にまで発展

した「松江高女結核不祥事件」である。 

これを受けて、島根県当局は、加藤精三学務部長（1939 年 10 月 23 日着任）をはじめと

する 18 名の委員からなる対策委員会を設置し、松江高等女学校での緊急措置について協議

をおこない、「まず保護者会を開き、今回の問題の経過を説明して、遺憾の意を表わすと

共に、諒解を求め、さらに日赤島根県支部の亀井博士により結核予防に関する講演会を開

く」（1220 頁～1221 頁）こととし、「応急措置として、校舎内の徹底的消毒、全職員の健

康診断、罹病生徒の治療状況調査と治療指導、全校生徒の健康診断等をすること」（1221

頁）を決めている。 

これについて、たとえば『山陰新聞』（1940 年 7 月 5 日付）は、「緊急結核評定 松江高

女の患者続出問題 お歴々頭を捻る」という見出しで、7月 3日午後 7時からの開催された

緊急協議の内容について、「女学校のみに限らず県下全校に対しても具体策を樹立の上万

全の策を立てて健康増進に向かって邁進することになった」と報じている。 

また、『福岡日日新聞』（1940 年 8 月 30 日付）は、「松江高女結核事件 県監督不行届 

き陳謝」という見出しで、「第 89 回 臨時島根県会・第１日目（1940 年 8 月 28 日）」の福

原議員の質問に対する加藤精三学務部長の答弁（「松江高女の結核事件は責任者として深

くお詫び申し上げる 善後措置については直に学校長会議を開き対策を協議すると共に職

員の身体検査、レントゲン撮影等の方法により学校の保健衛生殊に結核に対しては万全の

策を施している」）を紹介し、『松陽新報』（1940 年 8 月 30 日付）も、「再建・衛生両面

から 衝く松江高女問題」という見出しで、「第 89 回 臨時島根県会・第２日目（1940 年

8 月 29 日）の寺戸議員および福原議員の質問に対する加藤精三学部部長の答弁を写真入り

で紹介している。 

こうして、「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１)を軸に、県当局の指導による学校衛生の強化策が

実施されることになるのである。 
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（２）「保健科」設置のねらい 

 1940 年 9 月 30 日発行の『島根教育』第 545 号は、「学園保健」特集号と銘打って、加藤

精三「本邦学校衛生に就いて」を筆頭に８つの論考と座談会（「学園の保健を語る」）を

掲載している。２) 

 巻頭言「学園保健号に題す」は、「人的資源」の開発＝「国民保健」の強化にとって学

校衛生の果たす役割に着目し、特集の意図を次のように述べている。 

「国民保健、進んでその体位の向上を期する事は、焦眉どころではない、正に眉毛が

燃えて居る程の問題である。（中略）。非常時局はいよいよ重大性を加え人的資源

の欠乏彌が上に叫ばれる時学園の主達よ、何は措いても先づこの目の上の火事に気

を注けられよ。これ本誌が学園保健号を贈る所以である。明日の学園保健に幸あれ

と祈りつつ。」（１頁） 

  

これを受けて特集号の筆頭を飾った、加藤精三の論考「本邦学校衛生に就いて」（２頁

～３頁）は、松江高等女学校での結核事件を契機とした島根県での学校衛生事業について、

学務部長としての“所信”を表明したものであった。 

すなわち、「我国人口の質及量的増強を計」ることは「我々教育に関係する者に与えら

れた銃後の務めの一つである」（２頁）として、①結核予防を学校衛生の最大の問題と位

置づけ、②結核をはじめとする伝染病予防のために学校教職員に学校衛生について相当な

智識をつけ、③予防医学の助言者として、学校医が果たす役割を重視し、⑤学校長、学校

職員、学校看護婦は学校衛生が実務者として、学校医の協力を得ながら最善を尽くすこと

が学校衛生の「要諦」であると、加藤は主張していたのである。 

もっとも、この論考で加藤は「保健科」については一切言及していない。 

だが、座談会「学園の保健を語る」は加藤精三学部部長の発案３) であり、片寄卯三郎

（松江高等女学校長）だけでなく、後に松江高等女学校の保健科をリードすることになる

吾郷安子（視学）が出席しているだけでなく、県当局からの出席者の一人である鈴木技師

（社会課）からは、随所で「保健科」設置を匂わす発言がなされている。 

たとえば、「県が今、保健について考えて居られる事、計画を進められて居る事に就い

て、鈴木技師さんからお話を頂いてそれを中心に進めて頂きたい」（31 頁）という並河（進

行係）の言葉を受けて、鈴木は次にように発言している。 

「何にしてももう少し県民各位の一般的な保健衛生に関する知識向上が最も必要であ

る」（鈴木、33 頁） 

「乳幼児を直接に扱はれる所謂主婦の智識をもう少し向上さしたらいいではないかと

思います」（鈴木、34 頁） 

「先づ愛育指定村を作りましてそれを県下全般に及ぼすということを今考えてをりま

す。その愛育指定村の中に入って実際に働いて戴く人がどうしても必要であるとい

う意味から社会保健婦を作ることに致しました」（鈴木、34 頁） 
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「社会保健婦のなす仕事の範囲は、（中略）村に入って乳幼児の指導をするとか又市

町村のいろいろな問題の向上に資さうと考えてをります」（鈴木、34 頁） 

「今度松江高等女学校、濱田高等女学校に養成所が出来まして約 70 名の生徒が 10 月

１日から入って此処で１年ばかり熱心に勉強して相当な智識技能を持たせて社会に

送り出し度いと思って居ります」（鈴木、34 頁） 

 

また、特集号の「社会保健婦養成所及高等女学校保健科に就いて」（鈴木生・学務社会

課）という記事の中では、鈴木技師は「保健科」設置について次のような“告知”をおこ

なっている。4) 

「超非常時局下にある我国人口の質的、量的の増強は国防上生産力拡充上ひいては大

和民族繁栄上絶対必要である。（中略）。松江高等女学校及浜田高等女学に保健科

を設置し社会保健婦として町村に活躍せざるも一家の健康を増進さえ郷土保健衛生

改善の為に奉仕し得る様学習期間中に健康教育に関する知識技能を授けんとするも

ので養成所と同様本年 10 月１日より開講するに至れり。」（53 頁） 

  

島根県が全国に先駆け、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

設するのは、その翌月 1940 年 10 月）のことである。特集号に掲載された諸論考が語

っているように、「保健科」の設置は、「松江高等女学校結核不祥事件」を契機に、そ

れ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」の文部省認可 

 翌年（1941 年）3 月、「保健科」は、文部省の認可を受け、「加設科目」として松江高

女学校はじめ濱田、隠岐、益田の各高等女学校で産声を上げた。 

 国立公文書館所蔵の島根県立高等女学校関係文書綴りに、次のような文書の存在を確認

することができる。 

 

  

         高等女学校学科目加設の件 

                指令案 

                     島根県 

 昭和 16 年 3 月 12 日 学第 372 号申請 島根県立松江高等女学校外３校加設科目の件 

 認可ス 

               昭和 16 年 3 月 31 日  文部大臣 
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『松江北高等学校百年史』（松江北高等学校百年史編集委員会 編、1976 年）には、

〈保健科の履修〉について次のように記されている。 

「県学務課は 16 年 3 月 31 日付をもって、松江、浜田、隠岐、益田の４高女にそれぞ

れ加設新科目として、保健科を履修させることを認可した」（1223 頁） 

 

これまで見てきたたように、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。 

とはいえ、〈教科内容・教材史〉の視座から見るとき、加藤が「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ることで構築したカリキュラムとテキストの中身

と実践的展開について、検討する意義は大きい。 

 

次稿（第Ⅳ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、

松江高等女学校での「保健科」の実際とその展開、及び加藤精三の転任先である鹿児島の

高等女学校での「保健科」実態について明らかにし、そこに示された教科内容および教材

の特徴・意義を、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”の中身と比較しながら考察することにしたい。 

 

【註】 

1) 『山陰新聞』（1940 年３月 15 日付）は、その背景とねらいについて次のように報じている。 

 「……島根県では最近の国民保健状態を見るに乳幼児の死亡率が多いこと、壮丁の体位が低下等

々凡戦時に相応しからぬことばかりで、加藤学務部長は着任早々からこの体位上の問題に着目しそ

の対策を研究しているがこれを家庭的に見て母性の健康であること、主婦に保健、衛生、医学上の知

識をより以上に注入することがなにより先決問題であることが究知されたので、県では全国に率先

し来る新学年度より県下各女子中等学校に新科目として保健科を設置して医学、療養、衛生、家事等

の知識向上を図ることになった」 

2) 特集号に掲載された８本の論考は以下の通りである。 

① 本県学校衛生について        加藤精三（島根県学務部長） 

② 結核の予防について               鈴木 茂（地方技師） 

③ 本校結核感染事情          片寄卯三郎（松江高等女学校長） 

④ 学童の保健問題と保健所の使命    横山正徳（川本保健所長） 

⑤ 国民健康保険組合の設立を提唱す   松本 寛（互助会主事） 
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⑥ 我が校に於ける健康教育施設の一端  永瀬達三郎（松江市朝日小学校長） 

⑦ 医学の常識             中田敏弥（島根師範附属校医）  

⑧ 町村に於ける愛育運動        荒島＋岩坂＋出東 

なお、「“学園の保健”座談会」の様子については、『山陰新聞』も、1940 年 9 月 26 日、28 日、

10 月１日の３回にわたってその概要を紹介している。 

3) 冒頭で、企画の意図と座談会開催までの経緯、加藤精三学部部長の関与について、県当局者は次 

のように語っている。 

   ・「加藤学務部長の非常の熱心で、此の際学園の保健に関して世間の認識を高める為の坐（ママ） 

談会を催す事になりました。」（30 頁） 

   ・「実は、部長が非常に皆様に色々と承ってご指導仰ぎたいと前から居りましたが、公用で出張い

たしまして本日出席する事が出来ないで残念に思って後出張になりました。部長から宜しく申

しました。」（31 頁） 

  4) 片寄卯三郎（松江高等女学校長）も「本校生徒結核感染事情」（学園保健特集号、9 頁～12 頁） 

   の中で次のように述べている。 

    「尚 10 月より当校に保健婦養成所が併設されることになり指導員３名専属されることになるの

で学校養婦護として校内の御世話を願ふことは申すまでもないが、家庭に療養せる生徒をその

家に訪問し、或は特殊生徒の家を訪れて家庭の方と懇談し、慰問に指導に保健婦としての本領

を発揮していただくことになっているので非常に心強く思っている次第である。」（12 頁） 

 

  【資料編Ⅱ】  

 

《資料①》福間（旧姓 片寄）澄子さん「聞き取り」記録 

［日誌］ 

  ・日時：1991 年 12 月 11 日（水曜日）昼 

  ・方法：福間澄子さんのご自宅（東京都国分寺市）へ電話取材 

  ・対象：福間（旧姓片寄）澄子さん（Ｓ） 

   ＊松江高等女学校・片寄卯三郎校長のお嬢様（松江高等女学校 1941 年 3 月卒） 

  ・聞き手：加藤潤子（Ｊ） 

  ・テープおこし： 加藤潤子（Ｊ） 

   ・校閲・編集：近藤真庸 

 

[取材の経緯] 

 福間さんには、事前に以下のような手紙と片寄卯三郎校長が書かれた論文「保健科経営

所感」（『教育』岩波書店、1942 年 12 月号所収）をお届けし、取材依頼をしたうえで電

話をした。 
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  福間 澄子様 

前略 はじめてお便りします。 

   私は、愛知教育大学大学院生で、現在、松江高女で昭和 16 年から 19 年までおこなわれた「保健

科」の授業の実態について調べています。 

   調査を進めていく過程で、当時の学校長であった片寄卯三郎氏の「保健科経営所感」（雑誌『教

育』昭和 17 年 12 月）に出会いました。全国に先駆けての「保健科」の新設とその推進のために片寄

校長が情熱を傾けておられた様子が充分に感じとれる論文でした。 

   先日、当時の生徒さんの１人であった高浜（旧姓千原）弥生さんからお話しをうかがう機会があ

り、片寄校長の娘さんであるあなた様が同級生の１人であったことを知りました。片寄校長先生のこ

とについて、どんなささいなことでもいいからお話しを伺いたい、そんな気持ちから、突然で失礼か

と思いましたがお便りさせていただきました。 

   後日、こちらからご連絡をさせていただきます。その節は、なにとぞよろしくお願いします。   

                                           草々 

                                                                      1991 年 12 月 7 日 

                                                                                             

                                         加藤 潤子  

 

 

まず、取材の目的と経緯をお話し、その後に、近藤と打ち合わせをした内容（４項目）

に沿って加藤が質問をし、福間さんに回答していただいた。 

以下は、そのときの記録である。 

 

［記録（抜粋）］ 

●片寄卯三郎校長と「保健科」の設置 

Ｊ 片寄校長と加藤精三氏が、「保健科」を全国に先駆けて島根で熱心にやられたという

ことが、調べていてわかりまして、その当時のことがわかったらと思いまして、お電話

しました。愛知県内にいま住んでおられる松江高女の卒業生の方に、いろいろお聞きし

ましたら、片寄校長の娘さんが同期にいたと教えてくださいまして、それで、お手紙し

た次第です。 

Ｓ 「保健科」ができたということも知っていますし、その時私の父が校長だったもので

すから、「保健科」を作るにあたって東京の聖路加に上京して見学してきて帰ってきた

のを覚えています。それで、衛生的なことなんかがすごく完備されていて、それを見て

きて家に帰ってきてから、その話をしたのをよく覚えています。だけど、覚えているの

はそれくらい。「保健科」のことで、いろいろ調べていたのは知っているんですが…

…。 

  私は、昭和 16 年に卒業して、その後、東京の洋裁学校に入ったのです。それで、そ
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れからはずっと親と分かれて生活していたので……。そのあと島根に帰った時もあるん

ですけども、そこでは「保健科」のことを聞くようなこともなかったです。 

  もう１つは、私が東京の洋裁学校にきていたときに、父親が松江高女にいらした「保

健科」の先生と一緒に上京したことがありました。なんか「保健科」の会議があったと

みえて……。父が上京してきたので、私は個人的に会いにいったことがあるんです。行

きましたら、みなさん「保健科」の先生だという紹介がありました。三、四人いました

かしら。父親と一緒にいました。それを少し覚えています。それは、私が夏休みにはい

る前だったか……。あまり記憶ないんです。一度だけ、そんなことがありました。 

Ｊ それは、昭和 17（1942）年のことですか？  

Ｋ （昭和）17 年でした。これだけは、はっきりしているんですが……。だけど、いつ

頃の季節だったかは……。 

Ｊ （昭和）15 年の時点で一度、聖路加に行っているということになりますか？ 

Ｋ 私もうろ覚えでなんともいえないのですが、私は 16 年に卒業していますから、それ

から考えると（昭和 9）15 年くらいじゃなかったかなと思うんですけど。 

Ｊ 「保健科」の成立の前に、行っているということでしょうかね？三浦貞さんという方

は、ご存知ではないですか？ 

Ｋ 知りません。 

Ｊ この方は、昭和 16 年 8 月から松江高女に行かれているんです。その後、聖路加から

昭和 17（1942）年 3月に先生として見えた方がいるんです。昭和 16（1941）年の秋に

加藤精三先生が求人に行かれたんです。そのとき、精三先生がどの方と行かれたかはわ

からないんです。 

 

●加藤精三学務部長と片寄卯三郎校長の親交ぶり 

Ｋ そのときの、学務部長さんが加藤さんだったということは、ちらっと知っています。

というのは、父が母なにかとよく話していたのを覚えています。私が東京に出る前、女

学生の時に、家でね。 

Ｊ 他の卒業生の方に聞いても、学務部長さんのことは知りませんでした。昭和 15（194

0）年 7 月に結核事件がありましたね。その結核事件があって、片寄校長が「保健」に

ついて一生懸命やられたということは記憶されているんですが、加藤精三さんがそれに

関わっていたということは、卒業生の方からはお聞きすることができませんでした。 

Ｋ 加藤さんは、教育にたいへん熱心な方で、私の父親もとても尊敬していて、いろんな

ことを一緒にしたような感じがありました。家庭でも加藤さんの話を母にしていたとい

うことを考えても、よっぽどだったと思います。私も子どもだったので、それまでは学

務部長さんの話なんかきくことはなかったのですが、加藤さんの場合だけはそうとう懇

意にしていたとみえて……。だけどその程度で、「保健科」ができるその辺のことはち

ょっと……。 
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●幻の「保健科」教科書の所在 

Ｊ 学習書というものを、「保健科」用に作ったということなのですが、そのときに片寄

校長がご尽力されたのではということを当時の（神谷）先生にお伺いしたんです。だか

ら、もしかしたら、お持ちではないかと思いまして。 

Ｋ 私のところにはないんですよね。もしあるとすれば、私の実家の方だと思うのです

が、私の母も三年前になくなって両親とも亡くなってしまいましたので、どういうこと

になっているのかわかりませんが……。 

Ｊ どなたかは、そこにおみえなのですか？ 

Ｋ 私の兄が高等学校の教員をしておりまして、今はもう定年になって松江の方にいるの

ですが、その当時、兄は一緒に暮らしていなかったものですから、「保健」のことは兄

は知らないんじゃないかと思うんです。姉もいるのですが、そのころにはもう結婚して

いましたから。私は、「保健科」ができる頃だけでしたが、一緒に住んでおりましたか

ら、少しはわかるのですが。それ以上に兄が知っていることはないんじゃないかなと思

います。ただ、当時の書類みたいなものは実家の倉に、もしかしたら残っているかも知

れません。だけど、亡くなった時点で倉の方もかなり整理したという話しも聞いたこと

がありますからね。 

Ｊ 校長先生は、いつお亡くなりになられたのですか？ 

Ｋ ずいぶん早く亡くなったんですよ。昭和 33（1958）年です。 

そのころ、私は結婚して新潟の方にいっておりまして、新潟で亡くなったという通知を

受けて帰りました。母は今から三年くらい前になくなりましたから、両親は住んでおり

ません。兄は、定年になって松江の方に住んでいて、実家には私の姪夫婦がすんでおり

ます。あいにく、兄は一緒に住んでいません。兄が、そのときに一緒に住んでいなかっ

たですからねえ。そういう書類があるといいんですけどね。 

Ｊ 他の方々にいろいろお聞きしても、教科書が出てこなくって……。 

Ｋ 教科書は、いつから使われたというように書いてありますか？ 

Ｊ 昭和 17（1942）年の 3月にはすでにあったということは、神谷先生から聞いていま

す。たぶん、昭和 16 年度から使われていたんだと思います。 

Ｋ 私は昭和 16 年に卒業していますから、私自身は教科書も知らないし、「保健」の授

業も記憶していないんです。 

 

●「保健科」の専任教員スタッフ－福間千代野先生と吾郷安子先生  

Ｊ 昭和 15（1940）年 10 月から「保健科」は「保健婦養成所」とともにスタートし、昭

和 16 年 3 月に文部省に認可されています。だから昭和 16（1941）年 3月までは試験的

にやられた程度だったかも知れません。そのあいだのカリキュラムもわかっていませ

ん。 
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Ｋ 保健の先生が、新しくいらしたことは覚えています。 

Ｊ 福間千代野先生、吾郷先生という方が昭和 15 年 10 月からおみえになっています。 

Ｋ 「保健」の先生が見えたのは覚えているんですが、授業を受けたという記憶は……。

教科書は、全然覚えがありません。 

Ｊ 神谷先生が行かれたときは、教科書とまではいかないような薄っぺらな学習書が「保

健科」の授業のために作られていたといわれるんです。その方が言われるには、三浦貞

先生という方と片寄校長が手がけて作られたのではということなのですが……。 

Ｋ そうだったかも知れませんが、自分が手にとってみたというようなことがないから、

ちょっと記憶にないんですよね。 

Ｊ どうも、いろいろありがとうございました。 

 

＊電話取材の約７ヶ月後、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）をお届けしたところ、福間澄子さんより「1992 年 7 月 27

  日付」の封書で加藤潤子宛にお礼状（便箋２枚）が届いた。手紙には、「知ってい

  る方々のお名前が出るに付け、あの頃の事を懐かしく思い出しております。それに

  つけても、私の両親のどちらかでも生きて居りましたら、どんなに喜んだ事かと残

  念です」と記されていた。 

 

【註】「聞き取り」記録の公表にあたって、福間澄子さんのご経歴はじめ、福間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。 

   

《資料②》吾郷安子（松江高等女学校「保健科」教諭）の「回想」（抜粋） 

以下に掲載するのは、吾郷安子が『島根県保健婦会発足 20 周年記念誌』（村上皆子編

著 保健婦会島根県支部、1962 年）に寄せた文章「第１期生と共に」（44 頁～47 頁）の

抜粋である。 

「20 年前の思い出!! それはいやでも戦争の思い出と重なる（中略）。生めよ殖や

せよと盛んに人的資源確保を叫んだのもこの頃からであった。」（44 頁～45 頁） 

「保健婦事業を本県にも是非と英断を下されたのが当時県の学務部長加藤精三氏そ

の人であった。実に同部長は本県保健婦事業の生みの親であり又育ての親であり、

その英断と企画実行力の素晴らしさは、ただただ驚異と敬服と感謝の三語で…

…。」（45 頁） 

「この育成事業と同時に加藤部長の先見のするどさは、当時の女学校に保健科とい

う学科を特設する運動を全国に先がけて島根で実現するという着眼で、この二つ

の企画と運動を同時に展開し私も何度か上京し各方面を廻って大家お役人に保
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健科の必要性を力説し、随分当時たたかれた事を思い出します。兎も角全国どこ

にもないこの学科を、「島根でやってみよ」との事で、当時県立松江高女でその

授業を開始した事は、特記せねばなりません。保健事業の根本は母親になる女生

徒にある程度の知識と理解が必要という訳であり、後程それが全国的に保健とい

う名で中学、高校で実施される事になった。」（45 頁） 

 

《資料③》「保健科」が設置される前後の「松江高等女学校関係の史料」一覧 

１．「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」 

     本山政雄（国民生活協会）、『教育』岩波書店、1942 年 1 月号所収 

２．「厚生科新設とその機構」 

     加藤精三（前島根県学務部長）、『教育』岩波書店、1942 年 3 月号所収 

３．「保健科経営所感」 

     片寄卯三郎（松江高等女学校校長）、『教育』岩波書店、1942 年 12 月号所収 

４．「保健科と其の教育的考察（上）」 

     吾郷安子（前・島根県立松江高等女学校教諭）、『家事及裁縫』家事及裁縫社、

1941 年 7 月号所収 

５．「保健科と其の教育的考察（下）」 

     吾郷安子（前・島根県立松江高等女学校教諭）、『家事及裁縫』家事及裁縫社

1941 年 9 月号所収 

６．「加藤精三氏の思い出」小池明子、『新庄内』1988 年春号所収 

７．『松江北高等学校百年史』松江北高等学校百年史編集委員会 編、1976 年 

８．『島根県近代教育史〔第２巻、通史〕』  

     島根県教育庁総務課・島根県近代教育史編さん事務局 編、1979 年 

９．『島根県近代教育史〔第６巻、資料編〕』  

     島根県教育庁総務課・島根県近代教育史編さん事務局 編、1979 年 

10. 『島根県保健婦会発足 20 周年記念誌』 

村上皆子編著、保健婦会島根県支部、1962 年 

11．『第 45 期（昭和 17 年卒業）島根県立松江高女卒業生名簿』1988 年 

12. 『松操会会員名簿』松操会、1973 年、島根県立松江北高等学校所蔵  

13. 『松操会会員名簿』松操会、1984 年、石原（旧姓山本）美春さん所蔵 

14. 『暁声 18』島根県立松江高等女学校学友会、1940 年 

15. 『母校 七十年のあゆみ』松操会、1968 年 

16. 『松操会報 第 38 号』島根県立松江高等女学校松操会、1938 年 

17. 『松操会報 第 39 号』島根県立松江高等女学校松操会、1939 年 

18. 〔スクラップ集〕島根県立松江北高等学校 双松会資料室所蔵 

19. 「昭和 20 年度 教務日誌」島根県立松江北高等学校、双松会資料室所蔵 
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20. 「昭和 16 年 4 月調査 島根県立松江高等女学校一覧 附 校舎図面」 

21. 「昭和 16 年 3 月 第 44 回 卒業記念 島根県立松江高等女学校」アルバム 

中尾（旧姓家原）美恵子さん所蔵 


