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80．気骨の女（その１）           著者：寺田和子 

感想文：林 久治  記載：2020 年８月２日 
 
（１）前書き 
私は日本の銅像探偵団（１）のサイト/）の銅像探索に参加している。私は珍しい

銅像を探して、探偵団の団長さんに「ギャフン！」と仰っていただけることを目標
としている。ここで「珍しい」とは、「➀見つけ難い場所に隠れている有名人の銅
像。②市井で頑張って人生を過ごしたが、有名人ではない人物の銅像」と言う意味
である。私は自宅が東京にあり、孫達が大阪にいるので、主として東京近郊と近畿
地方で銅像探索を行っている。 
 私は武漢肺炎の緊急事態宣言が出た後は外出を自粛していたが、緊急事態宣言が

解除されたので、東京での銅像探索を再開している。しかし、大阪に行くことはま

だ自粛している。７月 12-18 日の週は、東京での感染者が 200 人越えの日が多く、

また自粛生活に舞い戻りそうな勢いである。銅像探索に行くのも感染が心配である

が、自粛になると行けなくなるので、７月 19 日は国立市に銅像探索に行った。当地

の東京女子体育大学に貴重な銅像があるのと、一橋大学で１）のサイト/に未収録の

銅像がまだ残っているからである。女子大に入構するのは一般に大変である（特に、

男性にとっては）。７月 19 日は東女体大のオープンキャンパスの日なので、私でも

入構が可能かも知れないと思い、当日を狙って行ってみた次第である。 
当日の銅像探索の記録を前回の記事/fに記載した。本記事の内容は、次の通りで

ある。①東京女子体育大学では藤村トヨ先生と伊沢ヱイ先生とのご姉妹の銅像を撮

影することが出来た。②特に、藤村先生像を紹介するために、先生の経歴を調査し

たが、先生の壮絶な人生を知り、大変感動した。③一橋大学では、コロナ禍のため

に在籍者以外の入構は許可されておらず、今回は残念ながら本学での銅像探索は実

行不可能であった。 

 今回、私は藤村先生の人生を初めて知ったのであるが、私が最も感動したのは先

生が神経症を克服して、女子体育の重要性を発見し、その教育に邁進されたことで

ある。少々おこがましいが、私は「藤村先生の人生と私の人生とは似ている」との

共感を覚えた。少女時代の先生は「天才少女」とも「神童」とも呼ばれた。「女性

には学問は不要」との風潮が強かった明治時代に、彼女と彼女の母は「天才少女の

意地」を通そうとし、数学や理科の勉学に励んだ。 

 学問を志す少年少女には、首都圏や近畿圏に自宅があり、出来れば両親に学歴が

ある方が断然有利である。トヨや私のように、四国の田舎町に生れ、両親に学歴が

なく、実家が特に金持ちでない場合、学問を志すとなると、障害が色々と発生しが

ちである。私は 18 才で徳島から単身上京し、東京大学に入学して学問を志した。そ

のような自分の状況では、私は「親が東京在住の大学教授であったら、勉学をもっ

と効率よく出来たのではないか」とつくづく実感したものである。私の東京生活に

は、色々とストレスが多く、遂に私は神経症を発症してしまった。その状況は、藤

村先生の状況と酷似していた。 

 前回の記事/fを書く途中で、私は寺田和子著の「気骨の女」という本（以後、本

書と書く）があることを発見した。本書は「神経症を乗り越え、わが道を突き進む

藤村トヨと、日本独自の精神療法を打ち立てた森田正馬の凛々しく生きた人生」を
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紹介している。本書は絶版になっているので、私は中古品をアマゾンで購入した。

本稿では、私の神経症と比較しながら、本書の感想文を書くこととした。（なお、

本稿においては、本書や参考資料の記述を緑文字で、私（林）の意見や説明を青文

字で記載する。） 

 
（２）本書の紹介 

 
 
本書の表紙を図１に、本書の目次を以下に示す。 

１．天才少女とその母、２．意地を通す母子、３．神経衰弱に苦しむ、 
４．あこがれの東京で、５．体操との出会い、６．恩師の学校を守って、 
７．トヨと正馬──草創期の出会い、８．体操音楽学校の森田正馬、９．発展への序、 
１０．音体時代の幕開け、１１．カズが音体で過ごした日々、 
１２．留学、そしてドイツから講師を招く、１３．実りのとき、１４．栄光と孤独、 
１５．理想を求めて 

本稿の以下の部分で、本書の内容を簡潔に紹介する。 
 

図１．本書の表紙 
題名：気骨の女 

森田正馬と女子体操教育に

賭けた藤村トヨ 

著者：寺田和子 

発行所：白揚社 

発行日：1997 年 10 月 31 日 

定価：1900 円＋税 

著者の略歴：1946 年、東京

生まれ。白梅女子短期大学

卒業、放送大学在学中。 

三菱商事、森田療法の学習

団体・生活の発見会を経

て、現在、社会福祉法人い

のちの電話事務局。 
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（３）一卵性双生児のような親子 
 藤村トヨは香川県坂出の生まれであるので、図２上に明治時代の坂出の地図

（1906 年測量）を、図２下に現在の坂出の地図を示す。 

 

 
図２．坂出市街の地図 上：1906 年測量、下：現在。 
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 本書は藤村トヨの出生について次のように書き始めている（p.14）。 
トヨは明治九年香川県綾歌郡坂出村に、藤村九平（1836 年生）・タネ（1857 年生）の三

女として生まれる。タネは後妻で、トヨの上に先妻の四人の子供がいたが、タネにとって

は初めての子であった。藤村家は塩と砂糖を製造する裕福な商家で、トヨは「甘から屋の

娘」と呼ばれて育った。（明治九年は 1876 年。綾歌郡は間違いで、正しくは阿野郡。） 

阿野郡坂出村と書くと、坂出村は寒村のように聞こえるが、実は香川県では三番

目に大きな町であった。明治時代に、香川県で最大の町は高松で２番目は丸亀であ

った。幕末には、高松は松平家 12 万石の、丸亀は京極家 5万 1千石の城下町であっ

た。この両町の中間に位置する坂出は、日本一の広さを誇る坂出塩田を中心とした

産業都市であった（図２上を参照）。従って、坂出には裕福な商工業者が多かった。

トヨの両親はそのような裕福な家に生まれた。ウィキペディア（坂出市、坂出駅）

によれば、坂出の歴史は次のようであった。 

1890 年 2 月 15 日：町村制施行に伴い、阿野郡坂出村が町制施行し、坂出町が発足。 

1897 年 2 月 21 日：坂出駅は 讃岐鉄道の駅として、高松 - 丸亀間の開通時に開業。 

1899 年 4 月 1 日：阿野郡が鵜足郡と合併し、綾歌郡となる。 

1942 年 7 月 1 日：林田村を合併編入し、市制施行。坂出市となる。 

 本書は、タネの実家（後藤家）について、次のように書いている（p.14）。 
①後藤家も裕福な商家であった。タネの幼少時、家には江戸で学んだ漢学の教師が食客と

して滞在し、兄たちを指導していた。学問好きのタネは、なんとか自分も学びたいと願っ

たが、女には学問は不要と許されず、兄たちの授業を襖をへだてて聞くうちに、論語をは

じめ、当時の男性の一般教養を身につけてしまっていた。その悔しさを忘れられないタネ

は、自分に女子を授かって、もしその子が学問好きだったら思う存分勉強させてやろう、

と固く心に誓っていた。 
②タネは娘時代、眼病を患った兄に代わって家業を助けた。そのため婚期が遅れ、藤村の

後妻となったのである。タネの兄・後藤泰助は、明治維新前、後藤象二郎や板垣退助など

と同等の教育を受けたといわれる知識人であったが、二十歳で盲目となったために、商人

で終わった。人々はその才能を惜しんだという。 

２）のサイトに藤村トヨの年譜が記載されており、それを以下に引用する。 
1976 年 6 月 16 日：香川県坂出町（現・坂出市）に生まれる 

1884 年 4 月：坂出尋常小学校入学 

1888 年 3 月：坂出尋常小学校卒業 

1889 年 1 月：坂出町私立済々学館入学 

1892 年 5 月：済々学館を退学し、坂出町尋常小学校に奉職 

1893 年 1 月：香川県尋常小学校准教員免許状取得 

1895 年 4 月：香川県立師範学校入学 

1896 年 3 月：病気の為退学 

1896 年 6 月：坂出尋常小学校代任訓導となる 

1899 年 4 月：東京高等師範学校本料理科入学 

1901 年 3 月：病気の為退学理科 3 年生選科生として入学するも 9 月再び病気の為退学 

1901 年 11 月：小康を得て国分高等小学校代任訓導 

1902 年 4 月：香川県立丸亀高等学校体操理科の担任となる 
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1904 年 4 月：文部省検定により自範学校女子部及高等女学校体操科教員免許状を受く 

1904 年 4 月：東京女子体操音楽学校に就職 

1908 年 3 月：東京女子体操音楽学校校長となる 

 本書はトヨの子供時代の勉強ぶりを次のように書いている（p.15）。 
①自分ができなかったことを子に託すのは、いつの時代にも変わらぬ親心である。が、タ

ネの場合、それは並はずれていた。タネの念願どおり、ﾄヨも学問好きの少女であった。

というより、母が学問好きに育てたのであろう。 
②ﾄヨは、聡明、早熟、知的好奇心の旺盛な神童であった。五、六歳のころから親類の寺

子屋で書道や漢書を学んだ。1884 年、坂出にも小学校ができた。トヨの受け持ちの教師は、

八、九歳のトヨが儒学の基本である四書や、漢文の歴史書である国史略などを読みこなす

のを知ってびっくりした。小学校だけでは間にあわず、放課後、トヨは歩いて一里半ほど

離れた丸亀に行き、漢学や数学を学んだ。タネはこんなトヨに期待と夢をふくらませた。 

 ところが、父久平の態度は母と真逆であった（p.16）。 
①当時の裕福な商家では、女子には嫁入り前の教養として生け花、茶道、琴、三味線、踊

りなどを身につけさせ、自慢の娘に育てあげていた。久平はとりわけ三味線が好きであっ

た。しかるに、トヨは芸事が大嫌いで、三味線は少しも上達しなかった。父は時々トヨの

三味線の稽古を監督して、腹を立てて撥でトヨを叩いたこともあった。 
②それを見かねて、年配の下男が父に次のように意見をしてくれた。「旦那さん、あなた

はトウサンに好まない三味線を教えて何になさるのか。芸者や舞妓にする家ではあるまい。

昔ある田舎の財産家が倒産して、息子は大阪に丁稚奉公に出た。そこで立派な受け取りを

書いたので、主人に信用され、ついに婿になったという話もある。学問は人に光を添える

のではないか。」トヨは感動し、生涯その言葉を忘れなかった。 
③さすがに久平は三味線をあきらめたが、女子に深い学問は不要との考えは翻さなかった。

女の子は、名前が書けて、日記つけができ、受取が作れれば上出来という時代であった。

タネの教育方針が原因で、父母の諍いが絶えず、親類で誰も喜ぶ者はいなかった。 

トヨの少女時代と比較して、私（林）の少年時代を以下に少し紹介しよう。 
①私は 1942 年 1 月、徳島市の商業地域の中心にある通町に生れた。戦前は、私の生家は

比較的裕福な商家であったが、1945 年 7 月の徳島大空襲で店舗兼住宅と全商品が焼えてし

まった。戦後、祖父と父は毎日の生活と家の復興に追われており、長男である私の教育ま

では手があまり回らなかった。ただ、徳島県下一との評判のある、徳島大学附属小学校に

は通わせてくれた。 

②終戦直後の徳島では、学習塾は皆無であった。従って、私の勉学は学校の授業のみで、

級友たちと遊びを十分に楽しんだ。家には本が無かったので読書もしなかった。ただ、新

聞は小学３年生から毎日自分で読むようになり、社会の動きやプロ野球の試合などを子供

なりに理解していた。私は新聞で、湯川博士がノーベル賞を受賞したことを知り、「僕も

大きくなったら、ノーベル賞を取ろう」と思った。また、当時はテレビが無かったので、

娯楽はもっぱらラヂオであった。私はラヂオで、大相撲中継や落語などの日本文化を楽し

んだ。 

③中学校時代には、私の神経症は未だ出現せず、生活は大変ハッピーであった。ただ、

時々不眠症になったり、近所にあった三味線の師匠宅から聞こえる稽古の音が勉強の邪魔

になった。これらは、私の神経症の前兆であった。 

トヨが十歳のころ、久平は砂糖の投機に失敗して多額の財産を失った。その後の

タネの覚悟を、本書で次のように書いている（p.18）。 
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①傾き始めた藤村家に、家族や親類の不安は母娘への攻撃となって現れた。トヨの異母兄

姉たちは、トヨに仕事もさせないで書物ばかり読ませているなら、自分たちも仕事をしな

いと、タネを責めた。「子供に学問をさせないなら殺されるも同様」と、覚悟を決めたタ

ネは子供たちを引き連れて、実家に戻った。叔父の泰助は、昔の恩義もあり、親子六人を

引き取った。 
②しかし、トヨは尋常小学校卒業と同時に、この叔父から「女の子に学問をさせても益は

ない。俺がよい家へ嫁がせてやるから、学問をやめさせ」と厳命された。タネは子供たち

を連れて兄の家を出、小さな借家に居を構えた。収入のあてもなく、末子はまだゼロ歳。

タネをこうまで動かしたのは、「男性的な人」、「強情」、「苦しいことも楽しいことも、

無言で独り判断し辛抱した人」とトヨが評した母の性格であった。一卵性双生児のような

親子だったのである。 
 
（４）意地を通す母子 
 トヨは小学校卒業（1888 年 3 月）後、がむしゃらに勉強した。その様子を、本書

は次のように書いている（p.24）。 
①トヨの小学校卒業の翌日、郡の役所から使いが来た。近隣では「学問好きのトヨ、厳

格・熱心な母」が有名になっていたので、トヨの教育は郡に任せなさいという好意であっ

た。郡はトヨを国の費用で県の師範学校に入れて、小学教員に養成するつもりであった。 

②だが、トヨの受け持ちの教師はこれに反対した。師範学校に行く必要がない程、すでに

実力があるから、と。タネも難色を示した。田舎の小学校の女教師で終わるトヨではない。

羽織袴に盛装し、東京に行かせることがタネの長年の夢であった。（東京に生れれば、こ

んなに苦労せずに学問を学べた。） 

③その頃、香川県には県立の中学校も高等女学校もなかった。教師とタネは坂出唯一の中

学校である私立済々学館で、トヨにいま少し勉強させて東京へ出すことを企てた。（なお、

私は済々学館のことを、前回の記事/fで詳しく紹介した。）本校は、慶応義塾を手本とし

た生徒 300 人の男子校であったが、この年はじめて、トヨを含む３名の女子の入学を許し

た。 

④当時の中学校は、現在の高校より程度は高かった。様々な経緯で入学してくる生徒はす

べて年上で、お兄さんというよりはオジサンと呼びたい人が多かった。国語と漢文は日本

語だが、幾何、代数、地理、西洋史などの教科書はすべて原書（多分、英語）が用いられ

た。漢文と数学は、すでに個人授業を受けていたトヨには苦にならなかったが、困ったの

は英語であった。ABC から始めたトヨは、四、五歳上の男子に追いついて行こうとした。 

⑤トヨは、午前三時から夜中の十二時まで勉強した。夜中に眠気が出ると、抹茶をなめて

目を覚ました。やがてこれがもとで、トヨは胃をこわすことになった。夏の夜には、蚊に

足を食わせて目を覚ました。試験の最中は、一週間くらいほとんど徹夜した。その成果は

上がり、英語も数ケ月で皆に追いつき、一年程度要する予科を、一学期の試験で追いつき、

本科に編入されて、ついに優秀な男子と一、二番の席次を争うようになった。 

 私（林）の中学時代の様子を以下に少々紹介する。 
①私は 1954 年 3 月に徳島大学附属小学校を卒業して、4 月に同大附属中学校に入学した。

その頃には、徳島にも学習塾が出来始めていた。しかし、私は塾には行かず独習で、附属

中学校の入学試験で断トツの成績を取ることができた。当時は、戦後教育のお陰で、小学

校でローマ字は教わっていた。しかし、私もトヨと同様に英語には戸惑ってしまった。良

家の子女は、小学高学年で英語の塾に行っていたのである。そのような生徒に、中学入学

直後には英語では負けてしまった。そこで、私は次のような英語勉強法を思いついた。理

屈抜きで、兎も角覚えてしまおう。私はノートに教科書の英文を声を出しながら何回も書

http://masaniwa.web.fc2.com/RW-129.pdf
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くことにした。そうすることで、教科書の英文を自然と暗記することが出来た。私はこの

ようにして、中学の英語教科書を全部覚えてしまった。これは、今後の高校や大学入試に

大変役立ったばかりではなく、研究生活で外人と議論する時にも役立った。しかし、私は

トヨと違って無理をせず、色々と運動をして、睡眠は十分に取ることを心がけた。 
②私は意地になって塾には行かなかった。その代わり、数学の授業の時間には、私は教科

書を先々に自習して、早々と教科書を終了してしまった。現在の中高一貫校では、中学の

内容を早々に済まして、中学で高校の内容を学んでいる。しかし、当時の私は、中学の数

学を早期に独習しても、その後どうするかの指導を、教師や親から少しも受けなかった。

私は「障害のある子供には特殊学校があるなら、才能豊かな子供にもそれなりの特殊学校

があってもよかろう」と地団太をしながら痛感した。 

 トヨのプレッシャーとの戦いを、本書は次のように書いている（p.27）。 
①なぜトヨは、これほどまでして勉強をしたのだろう。父の家にいたころ、勉強はただ楽

しかった。わからなかったことが理解でき、解けない謎が解ける。母はほめたたえてくれ

る。母の喜びはヨヨの喜びであり、ますます意欲がわいた。道を歩くと、「あれが有名な

藤村だ」とささやかれた。トヨのプライドはいよいよ高く、そのアイデンティティは、学

問であった。 
②ところが、父の家を出てから、勉強は「したい」から「しなくてはならない」に、微妙

に変化していった。叔父にも見放され、母子で暮らすようになってからは、ついに勉強は

トヨにとっては喜びから責任と義務に変わっていった。母はそれまで女中の手を借りてい

た五人の子供の育児、家事すべてを一人でこなし、手仕事の他は、嫁入り道具を売り払っ

て生活をしていたのである。 
③タネには裕福な弟がいたし、多額納税者に嫁いだ妹もいた。しかし、彼らは「子供の教

育のために家を出るなど馬鹿である」と笑って見ていただけであった。タネは親類に見放

され、日々の財力が乏しくなっていくので、早く成功させようと焦っていた。そのような

母を見たトヨは「自分の学問での成功が自分のためのみならず、母の意地と、妹弟の教育

のためであり、命の続くかぎりしなえればならない」と決心した。 
④「早く成功せねばならない」「母に報いねばならない」「男子に負けてはならない」。

「ねばならない」はプレッシャーとなって、知らず知らずのうちに若いトヨの体と心をむ

しばんで行った。 
 
（５）神経衰弱に苦しむ 
 トヨの心身の変調について、本書は次のように書いている（p.33）。 
①変調は、まず眠れないことから始まった。眠らなければ明日の勉強にさしつかえる。寝

よう、寝ようと焦れば焦るほど、シーンと眼が冴え、眠りは訪れてくれない。つぎは胃の

具合である。抹茶のカフェインが胃を荒らした。食欲は落ちていったが、無理にでも食べ

ないといけないと思うと、胸がつかえる。自律神経は変調し、消化能力は低下していく。

正座して勉強しているので肩は凝り、骨はきしみ、腰痛に悩まされた。 
②ついにトヨは、勉強が手につかなくなった。済々学館の三年に進級したころから、トヨ

の成績は下がり始めた。館長は「女は幼い時は男子に優るとも、青年になると脳力が衰え

てくる」と言った。それからほどなく、高松と丸亀に県立の中学校ができて、男子生徒は

中学に編入され、済々学館は廃校となった。その結果、女子は取り残されてしまった。 
③トヨと母は東京の本郷湯島にある済生学舎に入学を企てた。トヨを可愛がった済々学館

の英語教師が、彼女の才能を惜しんで東京のある富豪を訪ね、その資金援助で勉学できる

ように取り計らってくれたのである。当時は、そのような篤志家は多く、書生として優秀
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な学生を養っていた。済生学舎は医師国家試験のための準備校であった。トヨは女医を目

指していたのである。 
④ところが、出発準備も整っていざ上京というときに、ドクターストップがかかった。親

類の医者が、東京での勉学にはとうてい耐えられないと言ったからである。強情な母がこ

の勧告に従ったのは不思議である。やはり健康への不安は相当強かったのだろう。トヨ自

身、出発前に発病して入院したと書いている。病名は強度の神経衰弱であった。 

 トヨの葛藤と苦悶の日々を、本書は次のように書いている（p.38）。 
①なにもしないわけにはいかないので、不義理をしていた郡に詫びをいれ、トヨは臨時教

員として、坂出町立尋常小学校の代任訓導となった。医者も先ず健康を回復せよと命じた。

父方も母方も長寿の家系で、トヨも体力を誇っていた。なのに、この弱体ぶりに、悲嘆、

煩悶は大きかった。 
②1895 年 4 月、19 歳のトヨは郡長の推薦で香川県尋常師範学校に入学した。師範の勉強

は済々学館よりよほど程度が低かったが、彼女はそれすらついてゆけず、一年で退学した。

トヨは「我ながらそれは哀れであった」とその頃を回想している。勝気な、負けず嫌いの

トヨには、弱い自分が許せなかった。タネは「この子は発狂するのでは」と恐れた。 

③それまで母の期待通りによい子を演じざるを得なかったトヨは、母にヒステリックにか

らむと、タネは「お前を殺したのは勉強を強いた私の不注意であった、私が悪かった」と

詫びた。その言葉は、ささくれた神経を鎮め、心をとりなおす唯一の薬であった。とめど

なく泣き、泣きつくすと、少しは心が落ち着いた。しだいに、具体的な健康回復への取り

組みが始まった。朝の冷水浴を始め、栄養に注意し臭い肝油を欠かさず服用した。 
④心配した周囲の勧めもあり、トヨは再び小学校の勤めに出始めた。前の勤めでは、自分

の葛藤ばかりを見て、児童を見るゆとりが無かった。今度は、駆け回り、無邪気にまとわ

りついてくる子供達は、トヨの心を慰めた。学問への執着が去ったわけではない。時間を

制限し、用心しながら勉強を続けていった。こうして、十代の終わりから二十代のはじめ、

青春が過ぎていった。 

トヨがいよいよ上京した経緯を、本書は次のように書いている（p.42）。 
①幼いころから神童と呼ばれ、自らもそう信じてきたトヨのプライドは粉々に砕けた。彼

女は少しでも早く進みたいばかりに、過度の勉強に耐えてきた。それなのに、迂遠と思わ

れた正規の道筋を経て友人が成功し、東京へ行く。県の師範学校の同級生が卒業し、その

うちの何人かが東京の女子高等師範に合格した。（このうち、ただ一人理科に合格した保

井コノは、後に日本初の女性理学博士となる。）済々学館でトヨと一、二番の席次を争っ

た堀田君が東京帝国大学に入学した。済々学館の恩師は「失望してはならない。二十二歳

といったらまだまだ若い。体さえよくなれば、お前はきっとできる」と励ましてくれた。 
②女子高等師範に入学した山川いくが、夏休みに帰郷して、トヨにこう言った。「あなた

は、なぜぐずぐずしておられるのですか。私たちに先んじようと思っていたあなたが、ま

だ高等師範の試験を受けぬとは何ごとですか。悲観など、もってのほかです」と。体を心

配するトヨに、いくは「高等師範にも体の弱い人はいくらでもいます。来年は、ぜひ試験

を受けなさい」と言った。 
③信頼する友人の率直な助言は、トヨにショック療法の役目を果たした。「そうだ、受け

ればよいのだ。なぜダメだと思い込んでいたのだろう」と、トヨは力がわいてくるのを感

じた。医者の反対をおしきって、受験勉強が再開された。1899 年 1 月、十分準備ができな

いまま、模擬試験とあきらめての受験であった。３月初め、入学許可が届いた。まさに地

獄から天国に登った心地であった。それからは、食欲も出て食事も進み、みるみる元気に

なっていった。 

 私（林）の大学受験の様子を以下に少々紹介する。 
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①私は 1957 年 3 月に徳島大学附属中学校を卒業して、4 月に徳島県立城北高校に入学した。

徳島大学には附属高校が無かったからである。私の学業上の好成績は高校２年まで続いた。

勿論、高校での成績はダントツで、全国規模での大学受験模擬試験でも、百番以内の成績

が続いた。この調子では、当時日本で一番難関な東大理Ⅰへの現役合格は太鼓判であった。 
②ところが、私が高校３年に進級すると、私の心に変調が現われた。何か落ち着かない気

分がして、勉強に集中できない。勉強中に、車の音、子供の叫び声、蝉や鳥の鳴き声など

が気になって、イライラする。夜、寝ようとしても目が冴えて眠れない。昼間は睡眠不足

で体がだるい。藤村トヨが感じたような神経衰弱の症状である。その結果、試験の際には

集中力が出ず、ケアレスミスを連発するようになった。とうとう、一学期末の試験では生

まれて初めて学年２番に落ちてしまった。勿論、全国模試の成績も散々であった。 
③このような成績不振に陥った私に対して、担任の先生はこう言った。「東大受験をあき

らめて、京大にしたら」と。しかし、私が小学生の頃から憧れていた東大を、そう簡単に

は諦めることは出来なかった。そこで、私はこのように腹をくくった。「このままで東大

受験を諦めると、一生悔いることになる。今年は不合格を覚悟で、兎も角受験してみよう。

一浪は『ひとなみ』と言うではないか。」と。そうすると、気持ちも少しは楽になった。 
④そこで、私は試験の時には好成績を取ろうと焦らず、落ち着いてケアレスミスを防ぐこ

とを第一とした。東大受験の本番では、私は何とかケアレスミスを出さずに乗り切った。

特にラッキーであったのは、英語の試験の５問中１問は、私が受験勉強で見覚えのある英

文であった。この英文は旺文社の問題集に載っており、専門用語満載の非常に難解な文章

であった。私は「問題集にある英文を、東大の試験にそっくり使用するのは大変怪しい」

と思ったが、私は例の英語勉強法でその英文をたまたま暗記していたのである。「これで

私の理Ⅰ現役合格は決まりだ！」と、私は内心ほくそえんだ。 
⑤この予感通り、私は東大理Ⅰに現役で合格することにまんまと成功した。しかし、私に

取ってはこれがハッピーエンドではなかった。世の中はそんなに甘いものではない。「田

舎の秀才が東大に入学すると、散々な苦難が待っている」ことを、私は東大入学後に思い

知らされた。その詳細は、３）のサイト/fに記載したので、その記事をご覧下さい。 
  
（６）あこがれの東京で 
 1897 年に開業したばかりの坂出駅を、トヨは 1899 年の春に盛大な見送りを受け

て東京に出発した。彼女のあこがれの東京での生活を、本書は次のように書いてい

る（p.50）。 

①トヨが女子高等師範を受験した前年に、本校では理科が開設された。彼女は本科理科の

２期生だった。得意の理科に入学できたうれしさに、トヨは「天下を取ったようなうれし

さ」に満足した。そして、一年間を無事に過ごした。理科では、文科の学科（倫理、教育

学、国語、英語、家事、図画、体操、音楽、習字）の上に、数学、地学、物理、化学、博

物が課されていた。女子高等師範は全寮制で、官費で食費、入浴費、被服費、修学旅行費

が支給されていた。 
②ところが、二年に進級したころから、またしても勉強がつらくなってきた。トヨは身体

の異常感にふりまわされ、生活と勉強のリズムが狂っていった。規則ずくめの厳しい日課

や気の抜けない団体生活は、ストレスの大きいものであった。二年の一学期、トヨはつい

に「脚気」と診断され、休学して故郷に帰った。脚気の症状は、全身倦怠、下肢の感覚異

常、運動麻痺、心肥大、食欲不振、便秘、浮腫などである。現在では、脚気がビタミン B1

欠乏症であることはよく知られているが、明治時代には原因不明で、結核と共に日本の二

大国民病であった。当時は、神経衰弱の原因も治療法も不明で、脚気とも混同されていた

ようだ。 

http://masaniwa.web.fc2.com/M-10.pdf
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③トヨは坂出でゆっくり休養し、二学期のはじめに希望を持って登校した。すると、舎監

長の山川二葉から「春帰ったときとちっとも変わらぬ血色ではありませんか。一学期で健

康にならぬなら、一年休学するのが当然です。一年遅れたとて一生に何の影響があります

か。すぐ、帰りなさい」と言われた。校医の瀬川博士からは「この人の弱体は今に起こっ

たものではなく、子供のときから自然に起こったものです。一学期の休学を一年に延ばし

たとて、急に回復するとも思えない。いま一学期勉強させてみて、その結果によって決め

ればよいでしょう」と言ってくれた。 
山川二葉（1844-1909）は、会津藩国家老・山川重固の長女。戊辰戦争において会津若松

城の防衛戦に参加した。1877 年より女子高等師範学校に寄宿舎長として勤務した。同郷の

校長・高嶺秀夫の紹介であり、勤続 28 年であった。教育に果たした功績から高等官とな

り、従五位に叙せられた。 

トヨが女子高等師範を退学して坂出に帰った経緯を、本書は次のように書いてい

る（p.56）。 

①在学を許されたトヨは、無理しないよう勉強を進め、二学期と三学期を終えた。しかし、

授業の欠席が多かった。三年になれた矢先、トヨは突然、舎監室に呼び出された。山川舎

監から「いかに同情しても、あなたは病体で寄宿舎の規則に従うことはできず、欠席が多

すぎる。官立の給費生として、在学を許すことはできない。だが、いったん退学して、自

費生として通学するなら、専科生として三年に進級することは許す。これは、学校始まっ

て以来初めての恩典である」と言われた。 
②山川舎監の言葉を聞くうち、トヨの頬を安堵と感謝の熱い涙が流れた。しかし、心身は

いっこうに回復しなかった。三年の二学期の初め、町田先生に呼ばれた。町田則文

（1856-1929）は、のちに官立東京盲学校の校長を 20 年の長きにわたって務め、「盲人の

父」と呼ばれた人物である。当時、町田は高峰校長に台湾の国語学校から呼び戻されて、

1900 年から教授兼幹事となっていた。 

③町田はかねがねトヨを気にかけていた。彼女のきりきりと努力がから回りをしている姿

は、痛々しく哀れであった。彼は「藤村はみどころのある子だ。だがこのまま放っておく

と、もっと体をこわしかねない。卒業できたとしても、働けない体になってしまっては本

末転倒だ」と考え、トヨに「学校から退学を言い渡されぬうちに、自主退学を願い出ろ。

退学処分を受けると履歴に傷が付くよ」と難しい説得にとりかかった。 

④もちろん、トヨが聞くはずがない。町田はトヨと同郷の名士である三土忠造（代議士、

後に文相、1871-1948）と古川喜久郎（学習院教諭）に、トヨの説得を依頼した。両人の

親身な説得により、トヨは町田先生の真意を悟り、退学願いを提出して故郷に帰った。し

かし、この東京の女子高等師範での三年弱の生活は、トヨに多くの出会いと実りをもたら

した。けっして挫折ではなかったのである。 

 このようにして故郷の坂出に帰ってきた藤村トヨは、ある事を契機にして健康を

取り戻し、再度上京して活躍を始めるのである。その経緯は、次稿で紹介するので、

楽しみにお待ち下さい。 
 
 
引用サイト 
１）のサイト：https://douzou.guidebook.jp/ 

２）のサイト：女子体育の先覚者藤村トヨについて（宮崎美智恵著） 

３）のサイト：http://masaniwa.web.fc2.com/M-10.pdf 
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