
年　月　日 事　　　　　　　　　　　　　　項

1896（明治29）年ヵ
6月19日付書簡

成瀬仁蔵→麻生正蔵：「其節御咄申上候大阪へ置くの理由及大阪人士の此挙を賛翼スベキ道理は別ニ印刷ニ付し大阪人のみニ旨趣書ニ添へて与へる
事ニ致度候。」

12月2日 成瀬仁蔵が一番汽車にて再東上。･･･大阪南区南炭屋町石川市兵衛へ書状（学校位置は大阪を主張す云々）。

1897（明治30）年
1月18日付書簡

成瀬仁蔵→麻生正蔵：「昨日土倉庄三郎氏東上被致岩崎、渋沢、大隈等の諸氏と位置其他発起人会等の事相談之積リニ御座候。発表ハ大終了之上発起
人会を催シタル上ノコトニ決定致候。･･･小生も来ル二十一日頃より東上せんかと相考居候。然るに彼の地ニ於て人々ニ計ルニ又人ヲ説くニ其の時期
如何ト懸念致候。如何御思召候や大至急御意見御報道願度候。」

3月9日付書簡
成瀬仁蔵→麻生正蔵：「此の一ヶ月間ハ此事業の勝敗の決する機危一髪の時と存候。愈々一大劇戦の時と相成候。願くは益々勇を鼓して御上京被成下
度希望不耐候。」

10月3日 「日本女子大学校資本金募集之儀経済界不振の為め暫時相見合せ居り次第此度以下委員諸氏へ右着手之儀相談致し候処皆々御参襄致候･･･」

12月14日付書簡 成瀬仁蔵→麻生正蔵：「御申越の金円ハ何トカ致し御送金可申上候。･･･例の一時の急を救ふ事ハ御互ニ英文の訳文を書き又雑紙ニ投書報酬を受け幾
分の補ヒニなす事或ハ得策かと相考申候。されば大兄の将来の準備ニも可相成と存候。」※離婚を「相談之上万事を決定致申候」

1898（明治31）年
5月1日

成瀬・麻生が東京へ上る。此行の目的は資本金募集に着手する為めなり。
※日本女子大学校創立事務所を東京神田区一ツ橋通町21番地帝国教育会内に設置

5月3日
成瀬が大隈伯を早稲田に訪ふて募金着手の件を謀る。「此度着手之事」に関し伯は大に賛成の意を表し「徹頭徹尾助力すべしと云はれたり」。本日相
談の件は、①発起人総代を伊藤侯、創立委員総代を大隈伯に依頼すること、もし此事纏らざる時には之を廃して創立事務監督を岩崎・北畠男に依頼す
ること。④嘉納治五郎は創立委員たることを諾せらる。⑤土倉･･･万事承諾せられたり。⑥幹事長を中川小十郎に、幹事を麻生に托することに決す。

5月4日
住友吉左衛門より電報にて会計のこと承知し来れり。北畠男爵へ「伊藤侯発起人総代たるを諾せられなば大隈伯は創立委員総代たるを承知せらるゝも
若し伊藤侯諾せられさる場合には事務監督を閣下と岩崎男へ依頼することゝ致したるにつき承知しくれよとの手紙を出す。･･･西園寺公を訪ふ、侯は
大隈伯を委員長に推し児島は土方伯を推したり。」

5月10日 10日成瀬が大隈伯を訪問せし時に「福沢諭吉氏へ紹介すべければ訪問して加盟せしめよと云はれたり」。

6月5日

創立委員長大隈伯の名を以て募金の依頼状を左の諸氏に発す。
Ⅰ各省大臣（氏名省略）、Ⅱ直轄学校長（大学総長、高等師範学校長、女子高等師範学校、華族女学校長、学習院長、高等商業学校長、第一高等学校
長、東京工業学校長、東京美術学校長、東京聾唖学校長）、Ⅲ有志婦人（侯爵婦人大山捨松子、伯爵夫人土方亀子、子爵夫人田中伊与子、下田歌子、
鳩山春子、瓜生繁子、三輪田真佐子、加藤錦子）。
★各大臣宛草案〔西郷（朱書）侯爵ハ賛成員ニツキ〕：「同志の者等大阪に日本女子大学校を設置致し女子教育の進捗を図り度との事に付拙者に於て
も右は社会の美事と存じ賛成致し同志者の依頼に依り創立に関する事項を指揮致し度と存じ今般愈広く其創立費及資金を募集致す様相定め候間閣下に
於ても御賛成被成下且又貴省高等官諸君に於ても可成御賛成御助力有之候様御誘勧被下度希望の至に御座候･･･」

6月6日
幹事長の名を以て大隈委員長へ昨日書状を送りし旨を報ず。尤も書面文案をも閲覧に供す。･･･成瀬が大隈伯を訪ひ募金の事を相談す、「金融必迫に
つきよくよく時機を見て人に説くべきの説を吐かれたり」。岩崎へは大隈より説く筈。成瀬が福沢を三田に訪ふて面談す。

6月15日 女子大学を東京に設置し･･･するの説出づ。

9月13日
読売2面

「●日本女子大学校　　神田一ッ橋外日本教育会内に仮事務所を設けある私立日本女子大学校ハ先頃来新築敷地取調中なりしが今度愈よ四ッ谷門外
なる学習院の移転後同所を修繕して校舎に充つる事と決したりと」

　　　　　　　　　　　　日　本　女　子　大　学　創　立　関　係　年　表　　　　　　　　（2019年11月2日　吉良芳恵作成）
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9月25日

成瀬が上京す。各創立委員を歴訪して委員会開催の同意を求むる事。正式に委員長の名を以て集会の時処を定め各委員に案内状を発する事、但会場は
早稲田大隈邸に依頼する事。委員長の発言にて第一着に創立委員より寄付金額を定むる事。委員会に於て募金其他創立事務に関する原案を議決する
事。･･･原案：①発起人会を開き各自の寄付金額を定め創立事務の経過並に将来の計画等を談する事。②寄付金募集の依頼状を発したる各官省各学校
の募金を実行する事。③大阪東京の知事を〔創立〕募集委員に依頼する事･･･。

10月21日
読売4面

「●よみうり抄　　今回篤志家の奔走にて愈々大坂に設立するに至りたる女子大学校ハ深遠なる専門学科を女子に授くるのみのものと何人も誤認する
由なるが勿論専門学科を修業せしむるにハ相違なきも幼稚園より高等科まで凡そ就学年齢の女子ハ何人にても入学せしむる計画にて我国今日の女子に
適切なる教育を授くるといふ･･･」

1899（明治32）年
4月12日付書簡

大阪市西区土佐堀1丁目広岡浅子（広岡脩竹）→日本橋区川瀬石町18白神與七方成瀬仁蔵先生：「大阪ニて有ル学校長（私立ニて学識モ無愚者、予御
察アラン）、此頃有法方ヲ以テ奇附金募集之計画あり。其法タルヤ五ヶ年計画ニテ三拾万円集ル法ノ由、承リタル処ニヨレハ略ホ小子出案ニニ似タ
リ。併シ返済或ハ花クシ等ノ法ニアラズシテ、先構金ノ如キ仕組ニテ、出金者ハ一文モ損セズ出金仕安キ法ノ由、未発表セサル故原案書ノ如何ナル哉
ハ実見セザルモ、友人ヨリ承リタル処ニヨレハ、遠カラス募集ニ着手ノ由･･･追々色々考候者モ御座候ニ付後レテハ如何ト存候。･･････余り延々ニ相
成ては愚者ニ先ンゼラレル恐レアラサルカ、小子之意見ハ元来先生トハ取ルベキ法方ニ付テ異ナリ候ニ付、只先生ニ御任セ申上候故、今更彼是申上候
義ニハ無之候得共、聞込候ニ付御御算考迄ニ愚意申上迄ニ御座候。」

4月22日付書簡

広岡修竹→仁蔵先生：「愚考之上方法相立試ミ可申候。シンジケイト云々ハ言ベクシテ行レ不申ト即考候。兎も角二通り位方法ヲ相立可申候。二十年
間ニ七拾万云々ハ随分出来難キ御咄ニ御座候。元ヨリ過日も申上候通り、五十年より二十年、二十年ヨリ十年か宜事ハ申迄も無之義、金額ヲ以（ヵ）
てセハ年限長ヲ要スルハ自然ノ道理ニ御座候。二十年ナラハ五拾万位か余程出来難キト存候。如何トナレハ年賦返済法ハ何レモ終年ノ二、三ヶ年ニて
方法ノ立チ申物ナレバナリ。短期ニシテ明方法ハ随分至難ニ五十万ハ同シ様ニハ不参也。然るニ二十ヶ年トスレハ半期ニ不足、然レハ前方ノ如ク、奇
（ﾏﾏ）付者ニ満足セシムル方法ハ如何ニ算ヲ立ルトモ出合不申ハ明ナリ。兎ニ角至急草案御廻し置被下候。本務ノ間、組織方法愚考可仕候。」、広岡
の支店の不整理・不始末･･･今日の実業界の腐敗を改めたい決心、「追々有為ノ士ヲ集メ度候ニ付、麻生先生ニ過日申上候通り、可然人御座候ハヽ御
周旋願上候。･･･麻生先生ヨリ御相談アラハ宜願上先生ニ主トシテ御願申上候モ、女学校之事ニ付聊ノ御寸暇も無之と推察致候故、過日麻生先生へ御
返事申上候。序ヲ以人員之事御頼申上置御座候。」

4月24日付書簡

広岡浅子→成瀬仁蔵：「小子一、二ヶ月御手伝云々御申越ニ候得共、過般も続々申上タル如ク、今日当時業何レモ創業ニテ他ノ業ヲ御手伝仕候余力無
之、･･･去り乍ラ、一、二ヶ月ノ内ニ当方商用之為メ出京要スルコトモ有之候ハヽ、或ハ一寸出京候哉モ難斗ナレドモ、前文之次第ニテトテモ直接微
力ヲ尽ス余地無之候間、此義ハ前以テ御断り申上置候。小子ノ意見ハ昨年来度々上伸候ニ付、今日ニテモ聊モ変シ不申、此義モ御了承置被下度
候。･･･例之小子出案ノ募集ノ法ニ付テ夫々御申越、二十年間ニ七十万円返済法方ニ御仕組替、尤五十年ヨリハ弐十年、弐十年ヨリハ十年短キ程宜ハ
勿論之義ニ付、小子於テ聊モ不同意無之候。其御立案、諸先生ニ就キ御仕組替御依頼被遊度候。･･･大阪私立学校ノ事ニ付御尋問、先日申上タルハ未
発表セシニ無之、今計画中ノ由ヲ承リタル迄ニ付、御算考迄ニ申上タルナリ。其人ハ他ニアラス森貞二ナリ。承リタル人ハ森ト心安キ人ニ御座候。先
生ハ御承知ナキ人ナリ。弥発表スルヤ否ヤモ未定ノ様子ニ候ヘハ、敢テ御意ニ掛られ候程ノ事ニ無之候得共、承リタル侭ヲ申タル也。」

4月26日 土倉は位地問題に関しては位地は創立委員の意見に依り最も適当なる場所に設立するを得ることとなしおきて募金する事せんとの意見･･･

5月15日

委員長大隈伯の名を以て三井9家へ左の書面を発送す。「兼々御伝聞の事かと存候が一昨年来拙者共同志の者発起致し日本女子大学校なる名称を以て
完全なる女子教育所を設立するの計画を相立て候処生憎も経済界の不振に遭遇致し候間暫時該資金募集の儀相見合せ居りたる次第に候。然る処頃日景
気回復の兆候も現し且つは女子教育の振興は睫下の一大急務に有之候間今回愈々右資金募集に着手致し大に天下の有力家に訴へ是非共当初の計画を貫
徹仕度候、就ては別封として該大学設立主意書等御送付申上候間御一覧の上御賛成御助力被成下度奉切望候。」

5月22日付
大毎2面

「●女子大学設立地　　については発起中にも二説あり大隈伯岩崎男等は主として大阪説を唱へ渋沢氏等は東京説を主張し未だ何れとも決せざる
由･･･」

5月25日
大隈伯委員長西下を機として京阪に於て創立委員会等開く筈なりしも今回伯の西下は非増租同盟大会に隣席する為め･･･委員会を催ふして寄付金を募
る事は見合せたり。･･･伊藤侯京阪に来るの日を待ち一場の演舌を依頼し寄付金募集の便を謀らんとて成瀬は大阪に滞在す、最も此説は内海知事・菊
地知事等の考より来りしものなり。
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5月25日付書簡

成瀬仁蔵→麻生正蔵：「今朝内海其他ニ面会当地方の情実明ニ相分り申候。何分政党の感情強くて困り申候。而して小生が大隈伯の灯燈でも持つやの
風説もなきニしもあらず。併し今日は原敬、菊池侃二氏らニ面会相談致候。多分当地の会ハ委員会丈ニしてをく方得策ならんかとも被考候。併し万事
ハ却て好都合ニ運ビそふニ相見え候。東京の政事界ニ今度の女子大学の会ハ大に着目されをる様子願くは其御含ニて予防願上候。･･･実ニ社会ハ様々
のものニて複雑極る。京都ハ伊藤侯と内海知事ニて動し貰ふ様ニ相成候かと相考候。」

5月28日
「午后3時頃より大阪中の島花屋なる大隈委員長の旅室に於て創立委員並に発起人の主たる人々にして本日集り得る丈の人々を乞ふて集会を開き委員
長に礼を述べ後事を談ず。委員長よりも東京の模様並に女子大学設立の必要等を説き来会者に助力を求めらる。来会せし人々は大隈伯、北畠男、菊地
大阪府知事、田村大阪市長、波多野伝三郎、磯野小右衛門、･･･広岡浅子、成瀬仁蔵、麻生正蔵。･･･」

5月30日付
大毎3面

「●大隈伯　　28日午後西本願寺より旅館中村楼に帰りし･･･今回の旅行については政治運動の外に女子大学設立に関する用向もあるなれど或は宗教
利用の為なりなど悪風説を立つるものもある故此学校の為め今日来ることを見合せんとしたる事、然れども全く此風説の如き意なき事、此の如き風説
流言の行はるゝは畢竟徳義の腐敗に基く事、･･･等を説けるなり」

5月30日付
読売2面

「●学界彙聞　　女子大学校の位置に就て　　成瀬仁蔵氏の首唱に係る女子大学校創立ハ其資本募集中なりしが其設立位置に就き東京の有志家ハ大
坂に賛成せずといふ理由ハ大坂ハ淫靡の風習盛にして女子教育に不適当なる事次に東京ならバ他校の教師をして其教授を兼任せしむるの便あれども
大坂ハ此便なきを以て特置せざるべからず併し現時ハ到底其需用に応ずべき教師なき事、三にハ東京にハ帝国図書館あり大学文庫ありて参考書に富
むも大坂ハ之を欠く事、等にて大坂設置の理由なきを称し居れるが今回大隈伯の西行を機とし大坂に於てハ其相談会を開く筈なりと」

5月31日付
大毎2面

「●日本女子大学校創立委員会　　同校発起人成瀬仁蔵氏及住友吉左衛門、土倉庄三郎、広岡信五郎の諸氏は一昨日午後四時大隈伯を旅館花屋に訪
ひ伯より女子大学に関する東京の模様を聞き更に創立に関して種々懇談したるよし」

5月31日付
大朝欄外

「●女子大学創立に就て　　大隈伯は一昨夜旅館にて夫の成瀬仁蔵氏より氏の発起せる女子大学校創立の模様を聴取り其創立方法に関し種々懇談す
る所あり此際菊池知事、北畠男、田村市長、磯野小右衛門、土居達夫氏其他十数名参席せしよし」

6月8日付
大毎1面

「●伊藤、西郷両侯と女子大学　　目下山口漫遊中の伊藤侯及山陰地方巡回中の西郷侯は来十日過ぎ阪神地方に於て落合ふ筈に就き夫の女子大学の
主唱者成瀬仁蔵氏は両侯を招待し当地及神戸、京都の三ヶ所に於て両侯より同校設立に関する談話を聞かん為め昨日神戸に赴き在神戸の発起人たる県
官市参事会員等に面会し之に関する打合せを為したりと」

6月10日付
大朝1面

「●女子大学設立相談会　　女子大学設立幹事竹越與三郎氏は憲政党関西大会出席を好機とし同氏より内海京都府知事、内貴市長其他京都市の重立
ちたる人々十数名を昨日午後八時より祇園中村楼に招き女子大学設立に付き賛成を求むる相談会を開きたりと」

6月10日付
大朝1面

「●女子大学発起者の招宴　　女子大学発起者等は同じく祇園中村楼にて一昨夜七時頃より別項代議士等を招きて〔設立〕相談会を開けり、招きに
応じて参会したるは板垣伯等各代議士二十余名其他は竹越、櫻井、松本等の諸氏にて、内海知事先づ開会の挨拶を述べ夫れより板垣伯、竹越、松本、
櫻井諸氏の談話あり発起人には内海、広岡、高木（文中）中村（栄助）成瀬等の諸氏を見受けたりき」

6月13日付
大毎2面

「●伊藤侯の神戸着（神戸電話）　　･･･神戸、大阪の歓迎会は謝絶し又成瀬仁蔵氏の発起に係る女子大学創立会にも隣席する能はず･･・疲労･･･三
十八度五の熱･･･汽車兵庫駅に着するや大阪より成瀬仁蔵氏来り女子大学創立委員会の為め大阪、神戸、京都の三ヶ所にて侯の演説会を請ひしも侯は
ソンナ旨い事は出来ぬ今度はドウでもいけぬ、此の間大隈が来たさうだが何か面白い話もアツたらう、今度は折角ながら隣席することは出来ぬと辞退
したり。」

6月13日付
大毎5面

「●広岡家の事業拡張　　鴻池住友に次で旧家富豪の称ある広岡家にては旧来の家憲を墨守し丁稚小僧上りの人物を漸次登用する制度の時勢に適せざ
るを観破し昨年春以来刷新の方針を採り従来の加嶋銀行の方に改良を施したる外客年秋工業部を設置し炭山其他に放資したるが本春以来更に商業部を
設置して棉花鉄類アルカリ－石炭其他の販売を開始するの計画此程漸く熟し数名の新人物を重用して去十日平野町堺卯楼に披露の宴を開きたるが尚ほ
三菱三井両家の制度を斟酌して益々刷新拡張を図る筈なりといふ」

6月14日付書簡
大阪土佐堀裏町池田屋二て成瀬仁蔵→小石川区麻生正蔵：「実は伊藤侯の都合出来ざりし為め色々事情有之西郷侯に出席を願ヒ京阪を纏めるの計画有
之候。之ニハ種々入り込ミたる情実有之候。･･･板垣伯の会の種類ハ大隈伯の時の懇談会ト同じ出席者ハ内海広岡中川及小生のみニて他ハ悉く板垣伯
の方の代議士ニてつマリ彼らを招き賛成を求めたる事ニ相成申候。其辺大隈伯ニ御面会之せつ御伝願上候。」

7月1日～5日 其后成瀬の面会せし人々の主なる者：･･･辻新次（東京女学館との合併談あり）。
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8月4日
大隈伯（合併の事･･･）･･･。成瀬が、京地を発して大磯に赴き伊藤侯を訪問、合同問題及募金問題に関し談合し夫より箱根に至り西園寺侯を訪問し華
族間募金の事を談じ･･･。

8月14日
成瀬が訪問、浅野総一郎（面談、氏は全部事業を一度に引受けんとの意向を洩らせしより大磯に在る渋沢・伊藤・大隈3氏及び京都の内海・大阪の広
岡・大和の土倉等に相談のため同日午後6時の汽車にて西下せり）。

8月16日
午前8時、成瀬宅に麻生・戸川・羽田等会合す。成瀬より、在大磯渋沢の浅野氏全部寄付に対する意向等に就て報告あり、尚10時渋沢に会して詳細談
合する処あらんとて同氏邸に赴き、麻生・戸川・羽田は右報告を聴かん為、成瀬宅に留る。成瀬が午後に至り漸く帰宅し先づ渋沢が提起せる合併方案
を示し右に就て衆議を難とし成瀬は午後5時土方伯を訪問、午後10時発の汽車にて西下せり。

8月20日
戸川・麻生・羽田が事務所に会合し日本橋区内募金に関する相談をなせり、右は目下話中の合併問題の成行如何に依り関係する所少なからざるを以て
成瀬の帰京を待て着手する事とせり。

8月22日 成瀬より「三ノ宮」局発にて「ガペナルトシテチヤクシユジクコナル」の電報到る。

8月22日付
大朝3面

「●小野視学官の談話　　当府視学官小野徳太郎氏･･･大阪市に於ける女子の教育を見るに多くは高等小学校即ち普通教育を卒業すれば事足れりとし
夫より専ら裁縫を修め傍ら生花、抹茶、遊芸党を覚ゆるを以て其本分とするものゝ如し･･･」

8月28日 成瀬は合併談に就て伊藤・渋沢等の間に交渉、･･･。

8月31日 成瀬が大磯に下り伊藤侯を訪ふ。

9月1日
午後成瀬宅に麻生・戸川・羽田等相会し成瀬より大磯に於ける伊藤侯訪問顛末の談話あり、兎にも角にも合併問題に関し関西委員の意見を纏むる必要
あり成瀬・麻生2氏西下の事に決したり。･･･成瀬丈西下する事とせり。

9月2日
羽田が、麻生に代りて文部省に出頭し学校建築に関する費用等の打合をなす。成瀬が渋沢を訪ふ。午後2時より麻生・戸川・羽田等成瀬宅に会し種々
談合、成瀬が土方伯を訪ふ事合併に関する打合せなり。成瀬が今夜10時西下す。

9月3日 羽田が渋沢を訪ふて成瀬・土方伯と談合の成行を報告し、･･･。

9月4日
合併問題の議に関し麻生は左の諸氏を歴訪す、久保田譲（不在）、稲垣満次郎（不在）、嘉納治五郎（面談、反対はせざるも後日事業上に困難を来さ
ん）、児嶋惟謙（北海道旅行中）、岩崎弥之助（在大磯）、尚麻生は中島力造を訪問面談し更に土方伯を訪ふて成瀬の意を伝ふ。

9月11日

成瀬が大阪より帰京。午前、麻生・羽田2氏成瀬宅に会し氏より関西重なる委員の意向を聞く、要するに関西重なる委員の合併問題に対する意向は
夫々異なりと雖も結局渋沢提出の合併案中10万円の募金出来きし上合併も実行する事を15万円に修正し5万円を東京高等女学校に10万円を大阪高等
女学校のために使用せんといふに在り。此夜更に戸川・麻生・羽田3氏成瀬宅に会し合併問題に対してはつまり明朝成瀬の渋沢との会談成行に任せん
との事に決せり。

9月12日 午後成瀬宅に会合し合併問題に関する渋沢の意向に就き成瀬より相談あり、明日より全力を募金に尽す事に決議せり。

10月17日 成瀬が訪問、･･･浅野総一郎（面談、応分の寄付を諾す）。

11月23日 成瀬が大磯に西園寺侯を訪問し熟談する所あり。

1900(明治33）年
1月15日

成瀬（14日分）が、大磯に於て西園寺侯、渋沢を訪問して熟談す。

2月6日付書簡

土佐堀1丁目広岡脩竹→小石川区表町109番地：「合併も都合ニ寄らん儀無之存候。如何様ニも御纏被下候事宜と存候。幾人相談すれハとて格別驚ヘキ
案ハ無キモノ也。大隈伯、渋沢、内海、土倉氏等之御意見ニ御任セ、其宜キヲ取りて歩ヲ御進メ可然と存候。小子ノ意存ハ既ニ々々尊公迄ヘハ申上
アリ。今日ニ至何ノ意存も無之候。只他人ニ申さぬ迄なり。･･･小子ハ何事ニても意ヲ変スルコトハ出来サル気性、御承知の事ナラン。」
※2月14日の創立委員会の件
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2月14日
成瀬が、午后4時より帝国ホテルに於て創立委員会を催す。来会者：近衛侯爵、大隈伯爵、渋沢栄一、住友吉左衛門、内海忠勝、土倉庄三郎、浜岡光
哲、伊藤徳三、広岡浅子、野崎武吉郎、児島惟謙、嘉納治五郎、成瀬仁蔵、戸川安宅、麻生正蔵。決議：位地を東京に移す事、寄付金額を指定の上
依頼する事。指定金額は別紙の通り。東京女学館との合併は決議せざる事。

2月18日付
大朝4面

（東京電報　17日発）

「●女子大学創立委員会　　一昨日帝国ホテルに女子大学校創立委員会を開き近衛公、大隈伯、渋谷〔沢〕、住友、土倉、広岡、宇津美〔内海〕其
他の諸氏出席し、学校の位置、募集金方法、着手順序等を協定したるが創立費は発起人にて担当し第一着手として近日東京に設置することゝなりしよ
し。」

3月6日 成瀬が訪問、･･･福沢諭吉（面談）、･･･。

3月15日 成瀬が訪問、･･･三井八郎右衛門男（面談、増額の事を依頼し、依頼を表しくれよ、及敷地の事を談す）。

3月31日 成瀬が訪問、･･･福澤論（諭）吉（面談）。

4月3日 成瀬、･･･三井三郎助（面談、地面の事を依頼す）。

4月10日付書簡
大磯百足屋二て成瀬仁蔵→小石川区麻生正蔵・戸川安宅：「･･･渋沢君の両地へ同時ニやるのせつは或ハ心中ニはあらざるも小生が大阪へ下り愈々位
置を東京ニ取られしの感を大阪人ニ予へるの恐より一時の考なるやも難計候。併し無論其論ヲ主張せるニはあらざりしき。氏の寄付金ハ三千円と思
はざる可らずと相考申候。･･･御互ニ憤戦突貫して敵之本陣を突き吾人の本城を築き度切望ニ不耐候。」

別紙①4月1２日 大磯に立寄り伊藤侯、西園寺侯、岩崎弥之助男を歴訪し午后2時過伊侯と同車して大阪に下る。岩崎男は1万円に増額之事承諾せられたり。

4月12日付書簡

京都木屋町三条上ル横田楼二て成瀬仁蔵→小石川区麻生正蔵：「昨日は伊藤侯と同車ニて下阪し今日ハ只今夜十二時まて奔走致候。然るニ住友氏ハ上
京広瀬氏ハ江別市長岡へ菊地知事も十五日或ハ覚束なく為めニ折角之催も主人なき家の如しかつ十分の準備の閑なき故今回ハ延ばす事ニ致スやも難計
候。延ばせば次ニは大隈伯ニ態々来阪ヲ乞ひ十分の準備ヲ付けて結果ある様致度精神確定ハ明日･･･。･･･今度の大隈伯の来阪ハたとへ委員会相開くニ
至らざるも好影響ハあるべしと存候。･･･三井氏の地面を得る事ハ西園寺侯伊藤侯も大賛成。住友氏ヲ尋ね被下度候。草々。十二日夜　京都旅館二於
て」

4月15日付
大朝欄外記事

「●大隈伯　　伯は午後7時20分頃大阪倶楽部に入り大阪経済会の委員及び女子大学発起人等に導かれ廊下伝ひにて森吉楼に移り少時休憩の上更に倶
楽部の一室に転じ夫の女子大学設立の用務に関して発起人其他十数名の人々に向ひ同大学の寄付も●●多額となりたれば来る9月頃より東京に於て漸
次開校に着手したく就いては第一に発起を主唱したる大阪に在りては十分力を盡し之が設立に至らしめんことを望むと述べ･･･」

4月16日付
大朝5面

「●大隈伯の談話（大阪倶楽部に於て）　　伯は前号欄外記載の如く一昨夜7時20分大阪倶楽部に入り大阪経済会の委員及び女子大学発起人等に導か
れ廊下伝ひにて森吉楼に移り少時休憩の上更に倶楽部の一室に転じ夫の女子大学設立の用務に関して発起人其他十数名の人々に向ひ　○女子大学は東
京大阪人士其他の賛成を得寄付金の定れるもの十一万余円に達し三井家にては六千余坪の地所を寄付する事に決したれば愈来9月頃より開校に着手
し止むを得ずんば来年4月に開校したし尤も始め大阪に設置の予定なりしが種々の都合より先づ●●の下たる東京に設置し追て大阪にも及ぼしたく
大阪は始めよりの関係あれば奮つて寄付の挙に出でられたし又東京に女子奨励会なるものあり21年英国より女教員を雇来りて大に女子の教育に尽力
せり其れにには伊藤侯、土方伯、渋沢、大倉、三井、岩崎諸氏等及び予も関係し居りて人々は亦大学の発起に関係あれば合併の談あり」

4月16日付書簡

京都三条木屋町上ル横田楼二て成瀬仁蔵→小石川区麻生正蔵：「前便申上候次第かつ急ニ準備六ヶ敷かりし為大阪の大体を纏める事ハ見合せ只経済
会の前席ニ於て一寸伯より東京の模様報道するニ止め申候。然る処態々伯の西下ヲ企るも随分大層之点もありかつ種々の事情もあれば□□菊地知事を
中心ニ立て住友あたりの働ニより発起人丈でも纏めて帰京致度候。左様願上候。東京之事ハ万大兄引受御進め被成下候。委細は近々大隈伯を訪はれ
当地の模様御聞取被下候。渋沢氏ニも右之件御伝へ被下度候。今明日ハ当地ニあり其より大和土倉氏へ廻はり大阪ヲ纏める事ニかゝり度候。住友氏
ハ来ル二十ニ日ニ帰阪之よし。願くは一度氏ヲ御尋ね当地之事御咄をき被下度候。内海氏ハ明日立つ事と存候。願くは戸川君と同伴御出迎被下候はゞ
好都合と存候。而して内海氏へ頼ミ内閣を纏める事依頼致度候。小生至急帰京ヲ要スル時ハ御申越被下度多分大阪の会ハ来月早々か今月末かの事と存
候。其まで可成発起人ヲ尋度と存候。」
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4月27日付書簡

大阪中島3丁目西照庵成瀬仁蔵→小石川区麻生正蔵：「当地も出来る丈纏むる積なるが手間取り申候。トモ角来月早々小会ヲ催し頭株をまとめ其より
帰京東京ヲやりし上当は時ヲかけて一騎打ニ進むの考有之候。西侯の来阪ヲ望み居しがどふなるか未定―山侯ハ京都の重立ニハ話シヲクトノコト。牛
込区ノコトハ兄らの御高見ニ任せ候間渋沢氏の説ヲ聞き何レテモ御決定被成下度候。先日書留ニて送付せし金御落手之事と存候。鴻池善右衛門氏も発
起人中御加へをき被下度候。第二着ニ日本橋へ御着手之事至極賛成ニ御座候。小生健康を復し候間御安意被下度候。」

別紙②4月28日
知事官舎に住友吉左衛門、村山龍平、広岡信五郎、菊地知事、西沢書記官及小池ら相会し大阪発起人の寄付金の件につき談議し5月3日50名を大阪倶
楽部に招戴し西郷侯の出席を乞ひ寄付金の事を依頼する事に決せり。

5月7日 成瀬が訪問、渋沢（面談、大阪の景況を報道し、敷地の事に付相談の上承諾を得）。

5月8日 成瀬が訪問、三井三郎助（面談、地所の事を依頼す）。

5月22日付書簡
土佐堀3〔ﾏﾏ〕丁目国本方成瀬仁蔵→小石川区麻生正蔵：「今夜之発起人会ハ大ニ好都合ニて満足之結果を得申候。今夜已ニ十二時ヲ過ル十五分明日
も早朝奔走可致ニつき余ハ帰京之上。･･･之ニて大阪も根底出来申候。」

5月26日付
大毎1面

「●女子大学のこと　　女子大学設立の主唱者成瀬仁蔵氏は過日当地に来り数日前当地の発起人を集め謀るに同大学の位置変更のことを以てせしが
予定の位置を変更するは土地の感情上遺憾少なからずと雖も此際東京に設立するは便宜上止むを得ざることゝしいづれも東京会議の議決を是認した
りといふ又同校を東京に置くことゝなりしに就ては曾て記載せし如く東京方面の寄付金は二倍となりしも当地のものは勢ひ多分の減額を見るならん
との説もあれど実際はこれに反し徒らに地方的感情に制せられて大学設立の必要を唱へたるがごとく見られんは口惜しき次第なりとの観念を懐ける
もの多く現に住友、広岡その他の熱心家は却て従前の申込より倍加の寄付をなす筈なりと尚目下寄付金の模様を聞くに東京、大阪両地の発起人にて
既に確定したるもの十万円に上り更に五六万を増加すべき見込あり之に地方募集の額を加ふれば三十五万円には達すべしとなり。」

6月7日付書簡
土佐堀2丁目国本方成瀬仁蔵→小石川区麻生正蔵：「大阪は大ニ望あるも何分手間取り困り申候。実ニ日々帰京急き候へ共･･･大抵ニして両三日中ニは
発送致度候。」

6月19日 成瀬が訪問、三井家訪問（校舎敷地寄付せらるゝ事に決議せられたりとのこと）。※欄外付記：敷地確定

6月20日 三井家総代として三井八郎右衛門の名にて土地寄付の事承諾せられたり。

     出典：①『日本女子大学校創立事務所日誌』（一）～（四）（日本女子大学成瀬記念館、1995年～1997年）
　　　　　 ②『成瀬仁蔵関係書簡集　Ⅰ』（日本女子大学成瀬記念館編、2019年）、『日本女子大学成瀬記念館所蔵　広岡浅子関連資料目録』
　　　　　　（日本女子大学成瀬記念館、2016年）
　　　　　 ③『大阪朝日新聞』『大阪毎日新聞』『読売新聞』

6 / 6 ページ


