
「日本で最初の女子大学」から巣立った女性たち 

－広岡浅子の期待に応えたかー 

(一社)日本女子大学教育文化振興桜楓会 
        理事長 蟻川芳子 



 「人間というものは 男女に拘わらず親や他人の 
厄介にならぬように必ず独立すべき」 
 

 「女子を救うには 女子に教育を与えること」 
 

 「男女は能力や胆力において特別の相違はない」 
 

 「教育を実用的なものとし、実業を教育的なもの 
 とするべき」 
 仕事をするにも生活をするにも 生きる上での知恵と 
 なるような教育の必要性を主張 

広岡浅子 女子教育への思い  



『女子教育』① 1896年出版 



第一章 「女子教育の方針」 
 日清戦争後の今日では「国家百年の大計」の上に方針を定めね 
 ばならない。その要件として 
 ①女子の天性や能力および日本の国情及び時勢の上から考察 
   し、将来女子の働く範囲を決めること。 
 ②社会のあらゆる事業は何事も男女が互いに協力し、心を同じ 
   くして当らねばならない。手芸に重点を置く実用教育にかたよ 
   るのではなく、女子にも高等普通教育が必要である。 
 
 高等女子教育の三方針 
   ①女子を人として教育すること 
   ②女子を婦人として教育すること 
   ③女子を国民として教育すること 

『女子教育』② 



「人として」 
 女子の心身の能力を十分に開発し、高尚で世の中に役立つ「人」に 
 なるように教育。世渡りの道を教えるのではなく、円満な人柄を備える 
 よう、普通教育を重視すべき。「人」であることは、どんな境遇や職業に 
 あっても欠かせない人生の本質。 
 

「婦人として」 
 良妻賢母であることは女子の天職の主要なもの。この天職を尽くすの 
 に十分な資格は道徳・知識芸能及び体格。更に一国を徳育上風靡す 
 る要素の一つは、女子の感化力であるから、この力を養うこと。 
 

「国民として」 
 女子も社会・国民の一員。それに相当する資格を与え、その義務を尽く 
 すために、高等普通の国家教育を授けるのみならず、独自の生活を 
 立て得る素養を積むこと、および専門教育が必要。 

『女子教育』③ 



第二章 「智育」 
 知力すなわち思考力を発達させること。女子の能力が男子に劣らない 
 ことを欧米各国の医学書から証明。必修や選択科目の教授法や英語 
 教育の必要性に言及。 
 

第三章 「徳育」 
 道徳上の理想を抱き、全力を尽くす精神を持つ人物を養成。特に慈悲 
 と柔順（であれど見識あり）の美徳を女性の理想の姿（女徳）とする。 
 これを養成するには、開発的・自動的・自然的・積極的な教育法が 
 よい。さらに宗教教育は道徳と切り離せないが、学校を伝道の機関と 
 せず、生徒が自然に宗教心を抱くように育てるべき。 
 

第四章 「体育」 
 日本国民、特に女子の体格を成長させねば、世界で活躍する国民に 
 なれない。 

『女子教育』④ 



第五章 「実業教育」 
 労働を恥としない精神を養う。今の世は実業の時代。商工業の 
 向上の如何は、国民が実業を尊び労働を重んずる精神の有無に 
 関係。更に女子の自活のためにも必要。 
 
 「付専門教育」 
  普通教育の補足部分。①自活のために必要な技量の修得。 
  ②生涯教育 ③自分の天職を全うし、社会に貢献 ④老後に 
  おいても役に立つ人生を歩むため。 

『女子教育』⑤ 



大学部入学者 222名  
 (家政学部 84名，国文学部 91名，英文学部 10名，英文予備科 37名) 

附属高等女学校全学年入学者 288名 

◆開校式挙行 1901(明治34)年4月20日 

日本女子大学校の創立 



1890(明治23)年 女子高等師範学校(現お茶の水女子大学) 
 
1900(明治33)年 女子英学塾     (現津田塾大学) 
   東京女医学校   (現東京女子医科大学) 
   女子美術学校   (現女子美術大学) 
 
1901(明治34)年 日本女子大学校  (現日本女子大学) 
 
1908(明治41)年 奈良女子高等師範学校(現奈良女子大学) 
 
1913(大正2)年 東北帝国大学理科大学(現東北大学理学部) 
   に女性3人が入学 
 
1918(大正7)年 東京女子大学 

女子高等教育 



建学の精神 
女子を「人として教育する」 

      「婦人として教育する」 

      「国民として教育する」
  

教育方針 
○自発的教育 

  「自念自動」 

  「自学自動」 

○人格教育 

  「智育」「徳育」「体育」 
  の三面を重視  

教育理念 

「信念徹底」 

「自発創生」 

「共同奉仕」  

校風の樹立と理想とする教育の実現① 

『女子教育』より 
成瀬仁蔵逝去の
約半月前に教育
理念の集大成とし
て墨書された 



学生一人ひとりは問題解決の役割を担う者として位置づけ、現状
に案ずることなく、変化を恐れない姿勢を身に着ける。 
  
 「実践倫理」の講義 

内容は思想・宗教・哲学・道徳・科学・芸術等様々な分野にわ
たり、世界の動向に注意しながら社会問題、家庭や女性の任
務、教育についての論題に及ぶ。自己の目的意識、自己の天
職は何かを問うもので、成瀬仁蔵自ら講義を行う。実現の方法
として自奮・自学・自習・自動・自治  の言葉がよく使われた。 
 

 学生自治の組織をつくる 
社会性を育てるため、研究発表会、文芸会、運動会、学寮の
運営を自治で行い、連帯の経験と訓練を得させる。  

校風の樹立と理想とする教育の実現② 



広岡浅子 社会のために 

1904(明治37)年夫信五郎の死去
を機に事業を娘婿の広岡恵三に託
し、女性の社会的地位向上のための
活動に専念、1914年御殿場で日本
女子大学校の学生を中心に20名程
度の勉強合宿を行う。毎夏行われた
この合宿の参加者には、市川房枝、
井上秀、小橋三四子(女性ジャーナ
リスト)、村岡花子など、各分野で活
躍した女性たちの、若き日の姿が
あった。 

村岡花子のアルバムにある、御殿場合宿参加者の写真 
前列左から2番目が浅子、その右隣が村岡花子 

(提供：花子とアン記念館 村岡花子文庫) 



 何事にも真剣に取り組む姿勢 世の中に貢献せよ 
         （「婦人之友」） 

 高い志を持つこと 国家社会のためにつくして欲しい 
     （桜楓会会報 「花紅葉」） 

 広い視野を持って社会に貢献すること 自分の子を 
勝手に教育してはならない 国民として教育すべき 

     （桜楓会会報 「花紅葉」） 

 終生学び続けること 読書と縁を切ってはならない 
    （『女子大学講義』付録「家庭」） 

 女性ならではの「調和」の力を磨くこと 
 男性が戦おうとしている時は 女性は常に調和者でなければ 
 ならない      （「実業世界」） 

女性たちを励まし支える言葉  

日経BPムック「広岡浅子のすべて」より 



1. 教育・大学運営 
1回生  井上 秀 （家政学部） 
3・6回生 大橋 廣 
      （英文学部・教育学部） 
7回生  上代タノ （英文学部）
    

2. 研究 
・理学 
 1回生 丹下ウメ   （家政学部） 
 7回生 鈴木ひでる（教育学部） 
・心理学 
 3回生  原口鶴子 （英文学部） 
 14回生 高良とみ （英文学部） 

3. 平和運動 
3回生 平塚らいてう（家政 学部） 
 

4. 芸術 
6回生 高村智恵子 （家政学部） 
 

5. ジャーナリズム     
1回生 小橋三四子 （国文学部） 
    

6. 社会福祉 
6回生 丸山千代   （教育学部） 

各分野のパイオニアとしての卒業生  



井上秀 
1875年 兵庫県に生まれる 

1894年 京都府立第一高等女学校を卒業、足立雅二と 
 結婚 

1899年 長女支那誕生 

1901年 日本女子大学校家政学部入学、寮監を兼ねる 

1904年 同校卒業(1回生)、桜楓会幹事長(1920年
 社団法人改組で理事長)に選出  

1905年 本校附属高女で家事および化学教諭 

1908年 コロンビアティーチャーズカレッジに留学、 
 一般家政学・栄養学を学ぶ 

1909年 シカゴ大学において社会学･経済学の立場 
 から家庭ならびに婦人に関する諸問題を研究, 
 米･独･仏･露の教育視察を経て 

1910年 帰国、本校教授、成瀬仁蔵の構想のもとに 
 家政学の確立･発展に貢献 

1912年 長男誕生、1913年次女誕生 

1919年 家政学部長 

1922年 日本婦人平和協会理事長 

1931- 日本女子大学校第4代校長 
  46年           

1956年 小田原女子短期大学学長 

1963年 逝去 



井上秀は卒業後日本女子大学校附属高等女学校で「家事及び化学」の教諭。
「日本の家政学を確立すべし」との成瀬仁蔵の指示で留学(1908-1910)。 

◆コロンビア大学ティーチャーズ・カレッジの自然科学的家政学 

 

 

 

◆シカゴ大学の社会科学的家政学(1909年夏学期) 

井上秀の留学と家政学発展への貢献 

家政学 
ドメスティック・サイエンス 

ドメスティック・アート 

…井上秀が履修 
  (科学の知識を家庭に応用する 
   ことを使命の一つとした成瀬の 
   家政学部構想と合う) 

シカゴ大学の社会・人類学科に所属、主として社会学を学ぶ。「生活の標準」 
「家庭の公的側面」「女性の法的経済的地位」などを履修。井上の家庭管理 
論に重要な収穫を与えた。 

井上秀が築いた家政学 
 家政を自然科学・社会科学の両面から総合的に管理する論へ発展させた。 
 「家庭管理」を中核とする家政学の理論と実践の体系が生まれ、本学の 
 家政学の特色となっていく。 



大橋広 
1882年 岡山県に生まれる 

1906年 本校英文学部卒業(3回生) 

1909年 教育学部第二部（博物）卒業(6回生) 
 生物学研究室助手 

1914年 本校助教授 

1922年 シカゴ大学大学院入学、植物学専攻 

1926年 Ph.D.の学位取得(シカゴ大学) 
 「サヤミドロの細胞学的研究」 

1927年 本学教授、高等学部長 

1931年 家政学部長 

1948- 日本女子大学第5代学長 
   56年 

1951年 理事長 

1961年 藍綬褒章  

1964年 勲三等瑞宝章 

1973年 勲三等宝冠章、逝去 



学位論文の表紙 
学位記を手に 
チェンバレン教授と並んだ大橋廣 



上代タノ 
1886年 島根県に生まれる 

1905年 日本女子大学校英文学部予科に入学 
 外寮暁星寮(寮監ミス フィリップス)に入る 

1909年 牛込区矢来町の聖バルナバ教会にて受洗 

1910年 英文学部卒業(7回生)、本学教員、LIFE(後にLIFE AND  
 LIGHT)の編集に携わる(編輯主幹:成瀬仁蔵,新渡戸稲造、 
 浮田和民) 

1911年 文部省英語中等教員検定試験合格 

1913年 新渡戸稲造の推薦で米国ウェルズ カレッジ留学,MA取得 

1917年 英文学部教授、日本最初の米文学講座開設 

1918年 同大学卒業、大学院へ進学 

1924年 ミシガン大学大学院で英文学専攻 

1925年 ケンブリッジ大学研究科で現代英文学を修める 

1926- ヨーロッパの教育施設等を視察、ジュネーブで新渡戸、 
 27年 ジェーンアダムズらと交わり世界平和問題に触発される。 

1928年 英文学部長 

1950年 クェーカー教徒となる 

1951年 婦人国際平和自由連盟日本支部会長 

1955年 世界平和アピール７人委員会を創設(湯川秀樹･茅誠司 
 ･平塚らいてう等と) 

1956-65年 日本女子大学第６代学長 

1966年 本学大学院に上代タノ奨学金を設定 

1971年 本学70周年を記念して上代平和文庫寄贈 

1981年 東京都名誉都民 

1982年 東京で逝去 

1960年2月1日 発信 

ロックフェラー財団の役員会は1960年1月22日、日
本女子大学に＄48,000を助成することを決定。本助
成は1960年2月1日から3年間有効である。この助
成金は実験装置と科学書籍の購入にあてる。 



世界平和アピール7人委員会 

出典「朝日新聞社」 



長井長義が指導する実験風景 
1910年代(日本女子大学校) 



香雪化学館前で  
長井長義と右から鈴木ひでる・丹下ウメ 

ドイツ ライツ社製 顕微鏡 



動物学実験 





丹下ウメ 
1873年 鹿児島県に生まれる 

1901年 日本女子大学校創立、一回生として入学 

1904年 同校卒業、  

1907年 長井長義博士のもとで日本女子大学校の 
 助手として勤務 

1912年 文部省中等化学教員検定試験に女子として 
 初合格 

1913年 東北帝国大学理科大学に入学 

1918年 同大学卒業、大学院へ進学 

1920年 大学院を修了、応用化学教室助手 

1921年 文部・内務省より米国留学を命ぜられる 
 スタンフォード大学、コロンビア大学を経て 
 ジョンズ・ホプキンス大学へ 

1927年 Ph.D.の学位取得(ジョンズ・ホプキンス大学) 
 「ステロール類の合成と性質に関する研究」 

1930年 日本女子大学教授           
 理化学研究所鈴木梅太郎博士の研究室嘱託 

1940年 農学博士の学位取得(東京帝国大学)   
  「ビタミンB2複合体の研究」 

1951年 日本女子大学退職 

1955年 1月29日逝去 

東北大学資料館提供 



丹下ウメの学位論文 
(ジョンズ ホプキンス大学所蔵) 



丹下ウメ 香雪化学館実験室にて  丹下ウメ銅像 

丹下ウメ石碑 



鈴木ひでる 
1888年 愛知県に生まれる 

1906年 豊橋高等女学校卒業 

 本校普通予科入学 

1907年 本校教育学部一部 

 （物理・化学・数学）進学 

1910年 卒業、長井長義の講義実験助手 

1918年 薬剤師試験合格 

1921～26年 東京帝国大学医学部薬学科 
    専攻生 

1929年 本学教授 

1937年 薬学博士の学位取得(東京大学) 

「レモンヂソ揮発油成分ペリレンの構造」 

1944年 逝去 



香雪化学館で実験に励む鈴木ひでる 

東京帝国大学学位記  

(日本女子大学成瀬記念館所蔵) 

薬剤師試験合格  



原口鶴子 

1886年 群馬県に生まれる 

1902年 群馬県立高等女学校を17歳で卒業 
 日本女子大学校英文予備科2年に編入 

1903年 英文学部に進学 英文学以外の授業 
 特に松本亦太郎の最新の心理学・思想 
 に接し学究的意欲を育む 

1906年 英文学部卒業(3回生) 

1907年 コロンビア大学ティーチャーズカレッジ 
 大学院に入学、ソーンダイク教授の 
 もとに教育心理学を専攻 

1912年 博士論文”Mental Fatigue”を提出,Ph.D.を 
 取得  
 日本女性として初めてのPh.D.取得者 
 博士論文はアメリカで高い評価を受ける 
 原口竹次郎と結婚 帰国 

1913年 長男出生 心理学で講演 

1914年 「心的作業及び疲労の研究」刊行 
 長女出生 

1915年 「楽しき思い出」出版  
 伊豆伊東で9月28日逝去 

1916年 翻訳書「天才と遺伝」刊行 

成瀬記念館所蔵 



高良とみ 
1896年 富山県に生まれる 

1917年 日本女子大学校英文学部卒業(14回生) 
 渡米 コロンビア大学大学院を経て 
 ジョンズ ホプキンズ大学で心理学を研究 
 「行動性との関係における飢えの実験的 
 研究」によりPh.D.を取得 

1921年 帰国 九州帝国大学医学部助手を経て 

1927年 本校家政学部教授 

1929年 高良武久と結婚(旧姓和田) 3女の母となる 

1940年 日中平和を求めて近衛文麿の新体制運動 
 に参加 

1941年 大政翼賛会中央協力議員 

1947- 参議院議員 
     59年 

1952年 日中国交回復以前に日本人として初めて中国 
 を訪問 世界平和のためにスケールの大きい 
 活動を続ける 

1953年 再度渡中 在留日本人の帰国交渉 

1993年 逝去 

 生涯タゴールを尊敬しタゴール会会長として軽井沢 
 碓氷峠に「非戦」碑を建てた 



平塚らいてう(本名 明) 
1886年 東京に生まれる 

1903年 成瀬仁蔵の「女子教育」を読み 
 日本女子大学校家政学部に入学 

1906年 同校卒業(3回生) 

1911年 「青鞜」を発刊 この時より 
 「らいてう」の筆名を用いる 
 「青鞜」:女性文芸雑誌であったが婦人 
 問題の啓蒙誌となり、新しい女性の 
 目ざめと解放に貢献 1916年廃刊 

1918年 母性保護論争を「婦人公論」誌上で闘わす 

1920年 市川房枝 奥むめおらと新婦人協会を結成 
 婦人参政権運動に取り組む 

1930年 高群逸枝らの無産婦人芸術連盟に参加 
 消費組合も設立 

1955年 第二次世界大戦後は恒久平和実現に向けて 
 活動 世界平和アピール七人委員会の 
 メンバーとなる 

1971年 逝去 

2005年 「平塚らいてう賞」設立 女性解放、世界 
 平和のために人生を捧げた平塚らいてう氏 
 の意志継承を目的として設立 

はる 

日経BPムック「広岡浅子のすべて」より 



高村智恵子 

1886年 福島県に生まれる 

1903年 町立福島高等女学校を首席で卒業 

 日本女子大学校普通科予科入学 

1904年 同校家政学部進学 

1907年 同校卒業 

 太平洋画会研究所に入所 

1911年 雑誌「青鞜」が創刊され、その表紙を書く 

1914年 高村光太郎と結婚 

1938年 逝去 

日経BPムック「広岡浅子のすべて」より 

http://www.k2.dion.ne.jp/~itaru/LOVELOG_IMG/hiratsuka02.jpg


小橋三四子 
1883年 静岡県に生まれる 

1900年 東京府立第一高等女学校卒業 

1901年 日本女子大学校国文学部入学（一回生） 

1904年 同校卒業 
 成瀬校長の要請に応え、橋本八重と共に機関紙 
 の編集に携わる（「女子大学週報」「家庭週報」 
 （190号まで）「家庭」の編集）。YWCA機関誌「明治 
 の女子」「新女界」（新人社）の編集に参加。「読売 
 新聞」の「よみうり婦人付録」の編集主任に招かれる 
 が退職し、「婦人週報」を発刊。婦人記者倶楽部、 
 公娼全廃運動に参加。 

1919年 渡米。 
 婦人問題、新聞学などをコロンビア大学で学ぶ。 

1921年 帰国。主婦之友社に迎えられる。 

1922年 急逝 

「家庭週報」 創刊号の表紙  



丸山千代 

1887年 山形県に生まれる 

1909年 日本女子大学校教育学部第二部 
 (博物専攻)卒業 

1913年 「桜楓会託児所」(小石川)の主任保母 

1915年 巣鴨に移転「桜楓会巣鴨託児所」の誕生 

1928年 桜楓会から丸山個人の経営となる 

1929年 「西窓学園」と改称 

1933年 「ろうあ婦人の家」を開設 
 ろうあ者に職業教育を指導、自立の道を 
 拓くことを目的 

1945年  「西窓学園」・「ろうあ婦人の家」共に 
 戦火で焼失 

1964年 勲五等宝冠章 

1967年 逝去 


