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第 129 回 国立市の藤村トヨ像と伊澤ヱイ像 

               筆者：林 久治（記載：2020 年７月 25 日） 

（１）前書き 

私（筆者の林）は Random Walks （乱歩）という題名で偏屈老人（林久治）の気
侭な紀行文のサイトを始めている。私の紀行文では、通常の紀行文にはない、斜め
目線からのご紹介を書くことに拘りたいと思います。通常の紀行文に関しては、既
に優れたサイトが沢山ありますので、それらをも引用しつつ、ユニークなご紹介 

を記載することに心掛ける所存です。 

一方、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。最近、私はネット記事を丹念に調査し、その
ような「スクープ銅像」の候補を多数見つけている。 
 私は武漢肺炎の緊急事態宣言が出され外出を自粛していたが、緊急事態宣言が解

除されたので、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

いるので、東京で銅像探索を行いその探索記を書いてきた（123 回の記事/f、124 回

の記事/f、125 回の記事/f、126 回の記事/f、127 回の記事/f、及び前回の記事/f）。 
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。 

本稿はその探索記である。なお、本稿においては、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）国立駅前の街並み 

 東京 23 区の街並みの多くは、昔の農道に沿って自然発生的に形成されたものが多

いため、道幅が狭く曲がりくねっている。それに反して、計画的に設計された街並

みは整然とした区画で道幅も広い。後者の典型例で戦前に建設されたのが、田園調

布、国立、大泉学園などである。戦後は、大型団地が各所に建設され、そこの街並

みも整然としている。その例が、高島平団地や光が丘団地である。 

 高級住宅地としては田園調布が別格であるが、国立駅南側の街並みも素晴らしく、

私の最も好きな街の一つである。その現在の地図を次ページの図１上に示す。この

街並みは、関東大震災（1923 年）の復興事業の一環として、1925 年頃に大学（東京

商科大学→一橋大学）や住民の誘致のために箱根土地が開発を計画したものである。

箱根土地は 1926 年に国立駅を作り鉄道省へ譲渡した。その頃の地図を、図１下に示

す。なお、国立の駅名は、国分寺駅と立川駅の中間であることに由来する。 

http://www.japanprobe.com/2007/12/13/fearless-mouse/
https://douzou.guidebook.jp/
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-123.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-124.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-124.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-125.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-126.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-127.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-128.pdf
https://douzou.guidebook.jp/
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図１．国立駅南側の地図 上：現在、下：1930 年測量。（今昔マップより） 
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図２．国立駅南側の地図 1921 年測量 （今昔マップより） 
 
図２は、1921 年測量の国立駅南側の地図である。本図より、この頃の当地には国

立駅はまだ無く、駅周辺は人家のない広大な雑木林（武蔵野）であったことが分か

る。本図に記載されている中央本線は、1889 年 4 月 11 日に甲武鉄道が新宿駅 - 立

川駅間（27.24km）を開業した鉄道に由来する。開業当初は、中野駅・境駅（現在の

武蔵境駅）・国分寺駅・立川駅が設置されていた。なお、1906 年 10 月 1 日に鉄道

国有法に基づき、甲武鉄道御茶ノ水駅 - 八王子駅間が買収・国有化され、八王子駅 - 
篠ノ井駅間鉄道に編入されて、御茶ノ水駅 - 篠ノ井駅間鉄道（現・中央線）となっ

た。 
 
（２）東京女子体育大学 
 ウィキペディア（東京女子体育大学）によれば、本学の沿革は以下の通りである。

（大学の略称は東女体） 
学校法人藤村学園（学園の基礎を築いたのは、藤村トヨ）により、東京都国立市富士見台

4-30-1 に設置されている日本の私立大学。1902 年創立の東京女子体操学校を源流として

いる。 

1902 年 5 月 - 私立東京女子体操学校を設立。 

1944 年 4 月 - 専門学校令に基づき東京女子体育専門学校（修業年限 3 年）に昇格 。 

1951 年 3 月 - 学校法人藤村学園を設立。 

1962 年 4 月 - 東京女子体育大学が開学（学校法人藤村学園が経営）。 

2012 年 11 月 - 創立 110 周年を迎えた。 
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 上記の沿革は少々分かり難いので、学園の沿革（２）のサイト/0）を参考にして、

以下に説明を加える。 
1902 年 5 月 10 日：山崎周信、「私立東京女子体操学校」を小石川区上富坂町に設立 

6 月：子爵松平直敬に初代校長を委嘱 

   11 月：「私立東京女子体操音楽学校」と改称 

1903 年 6 月：永井直哉第二代校長就任 

1906 年 12 月：高橋忠次郎第三代校長就任 

1908 年 3 月：藤村トヨ、学校設立者に加わり第四代校長となり、学則を改正 

1921 年 12 月：北多摩郡武蔵野村吉祥寺に新校舎起工移転 

1928 年 5 月：藤村校長、欧米体育視察出発、以後 3 年にわたり渡欧 

1950 年 4 月：学制改革に伴い、東京女子体育短期大学（修業年限 2 年）となる、 

藤村トヨ初代学長就任。 

1951 年 3 月：学校法人藤村学園設立、藤村トヨ、初代理事長就任 

1955 年 1 月：藤村学長逝去 

1956 年 8 月：伊澤ヱイ教授（藤村トヨの実妹） 学長就任 

1961 年 9 月：校舎を北多摩郡国立町に新築移転 

1962 年 4 月：東京女子体育大学（修業年限 4 年）を創設、 

伊澤ヱイ学長就任、短大学長を兼ねる 

1965 年 1 月：伊澤学長逝去、出口林次郎学長就任 

上記の「1908 年 3 月：藤村トヨ、学校設立者に加わり第四代校長となり」の部分はその

真相は不明であるが、この点は後で考察する。 

なお、学校法人井之頭学園が経営する藤村女子中学・高等学校（住所：東京都武

蔵野市吉祥寺本町 2-16-3）という女子体操の名門校がある。本校の前身は井の頭学

園女学部で、1932 年に藤村トヨが設立した。従って、藤村女子中学・高等学校は東

京女子体育大学の姉妹校と呼ばれている。 

 
（４）藤村トヨ先生の生涯 
 私は、今回の東女体での銅像探索まで、藤村トヨ先生のお名前も知らなかった。

今回、藤村先生の生涯を勉強してみて、私は「女子に学問は不要という明治時代の

風潮のなかで、先生は若くして学問に志した。そして様々な苦労の末に、『日本の

女子体育』という分野を確立された。先生は正に女傑であった」と強い感動を覚え

た。今日でも、藤村先生の生涯に対する記録は沢山残されているので、それらを参

考にして、苦労を乗り切った先生の逞しい生涯を以下に紹介する。 
 藤村トヨ先生の生涯については、次の資料が優れている。 
① 藤村学園の沿革（２）のサイト/0） 
② 藤村女子の創立者・藤村トヨ先生の生い立ち（高橋あゆち著、３）のサイト/r） 

なお、高橋あゆちは藤村女子中学・高等学校の理事長で、藤村トヨの妹の曽孫である。 

③ 女子体育の先覚者藤村トヨについて（宮崎美智恵著、４）のサイト） 

https://www.fujimura.ac.jp/founder


 5 

また、藤村先生にとっては、故郷の香川県坂出で学んだ「済々学館」が重要であ

る。本館の資料については、次の文献が優れている。 
④ 香川県近代教育史年表（序～明治期、５）のサイト/1） 

⑤坂 出済 々学 館 の こ と（竹中龍範著、６）のサイト/f） 
 まず、済々学館について紹介する。④には次のような年表が書かれている。 
1886 年 5 月：鎌田勝太郎ら坂出町に済々学館開校（香川県教育史）。 

1890 年 9 月 15 日：阿野郡坂出町に済々学館を開館（香川県政史年表）。 

1893 年 4 月 1 日：香川県尋常中学校を高松市五番丁に、分校を那珂郡丸亀町大字六番丁に

設置する旨告示。（県学事年報） 

なお、坂出町は現在の香川県坂出市である。済々学館開校時期については、資料

によって異なる記載があるので、次段で検討する。1893 年に香川県で中学校が開校

したので、済々学館の男子生徒は中学に編入されたそうである。しかし、女子生徒

は中学に行けず、行き場を失ったようである。 

 済々学館については、⑤に以下のように詳しく書かれている。 
➊1886 年、中学校令が発され、中学校は各府県に 1 校のみ存置することと改められたため、

旧讃岐領の公立中学校はすべて廃止された。このため讃岐の中等教育は空白状態となり、

小学校卒業後の進学の途は閉ざされることとなった。 

❷これを憂える人々の中には私立学校を興して中等教育を施さんとする考えがおこり、県

内各所にこの種の学校が設けられた。その多くは、中学校令以前に設立のものも含め、漢

学ないし英学を主として中等レベルの。教育を施す機関であった。この種の学校として、

済々学館が坂出に設けられた 
❸坂出に私立中等学校創設の話が興るや、地元阿野郡坂出町を中心に、維持員・寄附 
者が募られ、1886 年５月、坂出塩竈神社境内塩業者集会場を校舎に済々学館が設けられた。

同館設立にあたってもっとも力を尽くしたのが同地の実業家、鎌田勝太郎であった。（鎌

田の略歴は⑤に記載されている。彼は 1878 年、福沢諭吉に師事している。） 
❹鎌田は同館設立のため東京に出て福沢などの教えを請い、日本各地から教員を招聘した。

鎌田は貿易商も営んでいたので、英語教育にも力を入れた。 
❺こうして創設された済々学館は、創設より 1893 年の閉館に至るまでの 7 箇年、以 

下のような教職員組織によって運営された。（その一部を示す） 

館長：鎌田勝太郎[1886 夏～88 秋] 、教長：河野於菟麿[86 夏～87 夏] (広島) 西田千太

郎[87 夏～88 夏] (島根) 

❻教長は 1 年ごとの契約で招聰されたが、これは讃岐のような田舎に長期間とどまっても

らうことは困難であろうとの思慮から設けられた条件であった。なお、第 2 代教長西田は

後に松江中学に転じてラフカディオ・ハーンの良き相談役となった。 

以上の記載より、済々学館の開館は 1886 年５月が正しいようだ。 

 次に、藤村トヨ先生の修学時代を知るために、③の年譜を以下に示す。 
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 

https://www.library.pref.kagawa.lg.jp/know/local/local_3006-1
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jeigakushi1969/2002/34/2002_34_13/_pdf
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1892 年 5 月：済々学館退学し、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 

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 

 ②には、藤村トヨ先生の修学時代に関して、次のような記載がある。 
➊トヨは 14 歳で高等中学校（済々学館）に入学。入学してからは、国語漢文以外は原書

（恐らく英語）の教科書を使用し、猛勉強の甲斐があって年上の生徒ばかりの学校の中で、

優秀な男子と学校の 1、2 を争うまでとなりました（③によれば、トミは神童と呼ばれて

いたそうである）。 

❷15 歳の時、医師を志し東京の学校に入学しようとしましたが、病弱なために医者から東

京行きを止められ、入学を果たすことができませんでした。 しかし、それでも猛勉強を

続け、15 歳で小学校の代理教師となった後、19 歳の春に教員を養成する師範学校に入学

しました。ただし、今までの「健康よりも勉強する事」を極端に優先した結果、一年で病

気により退学してしまうのです。（７）のサイト/lによれば、神経症にも罹っていた。） 

❸故郷に帰った当時、大変痩せて死を覚悟する体となっていたトヨ先生ですが、小学校で

体操やダンスを教えることになりました。その結果、生徒たちと一緒に走ったり踊ったり

し、食事も沢山取れ、睡眠も十分に取るとことができるようになった事で、自然と健康を

回復し、まさに体操によって命を救われた状況となったのです。 
この事がきっかけとなり「自分のように身体に無知で過度の勉強で身体をこわす者を無く

したい、命を救ってくれた体操の道に進もう」と、子どものころから好きだった数学・理

科の書物やノートを焼き払い、女子体育の道に一生を捧げようと心に決めました。 

 藤村トヨが私立東京女子体操音楽学校の経営を受け継いだ経緯は、③に次のよう

に書かれている。 

三代目校長の高橋忠次郎 (1870-1914）は日本最初の体操伝習所の卒業生であり，香川師

範学校，東京女子高等師範学校に勤務し，また師である坪井玄道（1852-1922）について

普通体操，遊戯，ダンスを研究していた。1903 年頃からスウェーデン式体操が井ノロあぐ

りによって紹介され，東京女子高等師範学校をはじめとして全国を巡回し指導がなされた。

高橋は、スウェーデン式体操の日本に於いては研究にあきたらず，東京女子高等師範学校

を退職しアメリカに遊学した。渡米後 7 年にして残念ながら客死された。その遺言とし

て東京女子体操音楽学校の経営と女子体育の指導者養成をトヨに依頼されたのである。 

以上のような経緯で、藤村トヨは廃校寸前の私立東京女子体操音楽学校を再興し、

日本の女子体育教育に打ち込んだのである。トヨは体育教育に医学が必要であると

考え、校長でありながら私立東京女子医学専問学校に入学した（1914 年入学、1920

年卒業）。 

http://shinkeishitsu.cocolog-suruga.com/blog/2012/08/post-9952.html
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（５）東京女子体育大学における銅像探索 
 私はかねてから東京女子体育大学（東女体）に藤村トヨ像があることを知ってい

た。女性の銅像で胸像は沢山あるが、当地の藤村像のような立派な座像は殆どない。

また、藤村トヨと伊澤ヱイの胸像が並んでいる記事も見かけるので、本校にこれら

２体の胸像が設置されている可能性がある。そこで、私は一橋大学の銅像と同時に

東女体の銅像を探索しようと計画していた。男性が女子大に一人で入構するのは可

成り大変なので、私は東女体のオープンキャンパス日（７月 19 日）を狙って、当日

に国立市での銅像探索を敢行した。 
 

 

 
図３．上：東京女子体育大学の周辺地図、 本図は、８）のサイト/0より借用。

下：国立駅南口のバス乗場、 本図は、９）のサイト/5より借用。 

バス路線 

https://www.tachikawabus.co.jp/?s=%E5%9B%BD%E7%AB%8B%E9%A7%85
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図３上に東京女子体育大学の周辺地図を示す。８）のサイト/0には、「東女体は

国立駅南口から立川駅南口行きのバスに乗り、富士見台四丁目のバス停から徒歩３

分」と書いてあった。そこで、私は国立駅南口で、富士見台四丁目経由の立川駅南

口行きのバス乗場を探した（駅前には、バス路線の総合案内図がなかった）。駅前

広場は大変広く、バス乗場は図３下に示すようにあちこちに分散していた。そのた

め、当該乗場を発見するのに大変手間取った。たまたま６番乗場に立川駅行きのバ

スが停車中で、その運ちゃんに「富士見台四丁目に行きますか」と尋ねると、「行

く」というので、このバスに飛び乗った。この路線は１時間に３本の運行なので、

待たずに乗れてラッキーであった。 

 

 
図４．東京女子体育大学の構内図 本図は、10）のサイト/0より借用。 

①：正門、②：110 周年記念 藤村学園資料室、③：藤村トヨ座像。 

 
 図４に、東京女子体育大学の構内図を示す。私が本学の正門に到着すると、次ペ

ージの図５上に示すように、「オープンキャンパス」の看板があり、２棟の白い建

物の間には、銅像が見えた。これが、私が目指す藤村トヨ座像であろう。私が正門

を入ると、早速若い女性が近づいて来て、「何ですか？」と不審げに聞いて来た。

私は「大学の内容を拝見したいのですが」と答えると、彼女は「お嬢さんは来られ

ないのですか？」と反問した。当校のオープンキャンパスでは、男性が一人で来る

ことは怪しく、受験生本人か保護者同伴で本人が来ることが普通らしい。私は「銅

像を拝見したい」との本音を言ってもよかったのであるが、「孫娘のために、都内

の色々な大学を見学しております」と言うと、彼女は納得しない様子であった。そ

こで、私は「藤村記念資料室だけでも見学できませんか？」とお願いした。すると、

彼女は「資料室のことを知っているなら怪しい人ではない」と判断したようで、そ

れを許してくれた。私は３号館にあった受付で氏名と電話番号を記入して、受付横

にある資料室に入室した。資料室の内部を図５下に示す。 

① 

② 
③ 



 9 

 11）のサイト/0には、「創立 110 周年を記念して、藤村総合教育センターに『110 周

年記念 藤村学園資料室』を開設いたします。本学の実質的創設者である藤村トヨにまつ

わる様々な資料を展示します。」と書かれていた。（本文は 11 ページに続く。） 

 

 
図５．上：東京女子体育大学の正門、下：110 周年記念 藤村学園資料室の内部。 
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図６．110 周年記念 藤村学園資料室の銅像。上：藤村トヨの胸像、下：伊澤ヱイ

の胸像。 
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 本学の創立 110 周年式典は 2012 年 11 月に挙行されたそうである。図５下の向か

って左側が藤村トヨの胸像で、右側が伊澤ヱイの胸像である。私の予想が的中し、

ここに両像が設置されていることを発見出来たのは、大きな成果であった。図６に

は、両先生の胸像の近接写真を示す。ここで、伊澤ヱイとは何者であろうか？本像

を見た時点では、私は「彼女は本学の二代目学長である」ことしか知らなかった。 
自宅に帰って、彼女の経歴を調べて見た。12）のサイト/3によれば、伊澤先生の

略歴は次の通りであった。 

伊澤ヱイ（1885－1965）は香川県坂出町（現・坂出市）の出身で、藤村トヨの実妹。母校

東京女子体操音楽学校の教授となり、1929 年ドイツに留学。体操とダンスを結びつけた新

体操の普及につくす。藤村トヨ短期大学初代学長の没後、1956 年に２代学長に就任。1962

年に東京女子体育大学（４年制）を創設し、初代学長に就任。 

 

 
図７．藤村トヨ先生の座像 
 
 110 周年記念 藤村学園資料室から外を見ると、１号館前の庭園に大きな座像が見

えた。私は資料室をそっと抜け出して、座像前に行きその写真を撮影した。その写

真を図７に示す。撮影時には、座像の背面から日光がさしていて、全くの逆光条件

であった。そのため、顔の表情は余りよく撮影出来なかった。台座正面の銘板には

「藤村トヨ先生」と書かれていた。 
  

https://kotobank.jp/word/%E4%BC%8A%E6%B2%A2%E3%83%B1%E3%82%A4-1052843
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２）のサイト/0には、本像の建立経緯が次のように書かれていた。 
藤村トヨの銅像は 80 周年記念事業の一つ（1980 年 11 月に、創立 80 周年記念式典を挙

行）。半世紀にわたる功績をたたえ遺徳を偲び、建学の精神に思いを致すもの。四田昌二

氏制作。 

なお、13）のサイト/oで、本学と藤村トヨ先生の動画（建学の精神）が視聴でき

る。本動画では次のような紹介がある。 
東京女子体育大学・東京女子体育短期大学は、日本初の女子体育教師養成学校として創設

され、藤村トヨの建学の精神を基柢に据えて、新たな「知」の創造と活用を通じて、社会

や人類の発展に貢献する人材を育成しています。 

 以上の資料より、両像の概要は次の通りである。 

藤村トヨ先生座像 

場所：東京都国立市富士見台 4-30-1 東京女子体育大学１号館横庭園 

建立時期：1980 年（創立 80 周年記念） 

制作者：四田昌二 

設置経緯：藤村トヨ（1877-1955）は香川県坂出町（現・坂出市）の出身で、「わが国の

女子体育の先覚者」と呼ばれている。藤村先生は 1899 に東京女子高等師範学校本科理科

に入学するも、1901 年に病気で退学。体操で健康回復後、1904 年に文部省の体操科教員

検定に女子で２人目に合格し、東京女子体操音楽学校（1902 年創立、現・東京女子体育大

学）に奉職。1908 年に学校設立者に加わり第四代校長に就任。1932 年に井の頭学園女学

部（現・藤村女子中学・高校）を設立。1950 年に学制改革に伴い、東京女子体育短期大学

（２年制）の初代学長に就任。本学の藤村学園資料室には、胸像がある。 

伊沢ヱイ先生胸像 

場所：東京都国立市富士見台 4-30-1 東京女子体育大学藤村学園資料室 

建立時期：不明、制作者：不明。 

設置経緯：伊沢ヱイ（1885－1965）は香川県坂出町（現・坂出市）の出身で、藤村トヨの

実妹。母校東京女子体操音楽学校の教授となり、1929 年ドイツに留学。体操とダンスを結

びつけた新体操の普及につくす。藤村トヨ短期大学初代学長の没後、1956 年に２代学長に

就任。1962 年に東京女子体育大学（４年制）を創設し、初代学長に就任。 

なお、座像制作者の四田昌二の略歴は、14）のサイト/lに次のように書かれてい

る。 
彫刻家で元国画会事務局長の四田昌二、急性心不全のため東京都多摩市の病院で 2009 年

12 月 13 日死去、84 歳。1925 年東京生まれ。新海竹蔵に師事。54 年より日本美術院展に

出品し、受賞数回。64 年国画会彫刻部に入会。98・99 年Ｃ,Ｊ,Ａ,Ｇ展（ポーランド・ス

ロベニア）に出品。 

 
（６）私の感想 
 今回の国立市における銅像探索に対する私（林）の感想を記載する。私は東京女

子体育大学での銅像探索の後、国立駅前に戻って、一橋大学に向かった。私は昨年

の桜の季節に本校で銅像探索を行った。その時は、外部からの構内への立ち入りは

自由で、多くの市民が構内を散策していた。 

https://www.youtube.com/watch?v=jElJEK9R5to
http://bohyo.blog84.fc2.com/blog-entry-2351.html
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私は「国公立大学は勿論、私立大学も国民の為の施設であるので、一般市民の大

学構内への立ち入りは原則自由にすべきである」と考えている。しかし、最近はコ

ロナ禍の影響で、大学への立ち入りは不自由になっている。私は「今回は立ち入れ

るかな？」と思いながら、本校の正門に行った。残念ながら、私の懸念は的中し、

正門は閉められており、「在籍者以外の入構禁止」の張り紙があった。そのような

次第で、一橋大学での銅像探索は、今回は不可能であった。銅像探索が自由に出来

る時代が復活することを、私は切望している。 

 今回の銅像探索により、私は藤村トヨ先生の人生を始めて知り、先生の逞しい活

動力に感銘した。今回の探索では、残念ながら逆光条件のため、先生の銅像のお顔

が鮮明に写らなかった。13）のサイト/oを借用して、本像の近接写真を図８に示す。 

 

 

図８．藤村トヨ先生座像の近接写真 本図は、13）のサイト/oより借用。 

 

 私が藤村トヨ先生の人生で最も感動したのは、先生の気骨であった。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

女時代のトヨは「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。 

https://www.youtube.com/watch?v=jElJEK9R5to
https://www.youtube.com/watch?v=jElJEK9R5to
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 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、四国のような田舎に生れ、両親に学

歴がなく、実家が特に裕福でない場合（そう言う場合が多いのであるが）、学問を

志すとなると、障害が色々と発生しがちである。私も 18 才で徳島から上京し、東京

の大学に入学し、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。 

 それでも、私には実家からの出来る限りの支援があった。しかし、藤村トヨには

「女性には学問は不要」との明治時代の風潮が付いて回った。彼女が勉学に励めば

励むほど、精神的重圧が強くなり、そのため神経衰弱が強くなり、勉学を続行する

ことが困難になってしまったのである。そのような彼女の神経症の発症と克服の経

緯は、寺田和子著の「気骨の女」に詳しく書かれているようである。本書の表紙を

図９に示す。私は、本稿を書き終われば、本書を読んでみようと思っている。 

 

 

 明治時代には、日本人（特に、少年少女）の体格は矮小で、健康を害する者が多

かった。男子の場合は、「強い兵隊を作ろう」との国家目標があり、少年の体格や

健康の増進には可成りの国家的支援があったようである。一方、少女の場合はその

ような配慮が疎かになりがちであった。貧困家庭に生まれた少女たちは、尋常小学

校卒業後（小学校にも行けない者も少なくなかった）、直ちに働きに出され（工場

労働、女中、子守りなど）、劣悪な条件で労働し栄養も不足がちで、結核や流行り

病で若死にする者が多かった。比較的裕福な家庭に生まれた少女たちは、尋常小学

校卒業後に高等女学校などの上級学校に進学したものの、学校や家庭での健康教

育・体育教育などが貧弱で、矢張り健康を害する者が多かった。 

図９．「気骨の女」の表紙 
著者：寺田和子 

発行所：白揚社、発刊：1997 年 10 月 

森田正馬と女子体操教育に賭けた藤村トヨ。 

明治から大正にかけて、神経症を乗り越えて女

子体操の教育に邁進した教育者、藤村トヨ。日

本独自の精神療法を打ち立てた森田正馬。二人

の心温まる交流を軸に、激動の時代をりりしく

生き抜いた彼らの人生に学ぶ、自己実現の知

恵。 
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 藤村トヨは自己の神経症を克服する過程で、女子の健康教育・体育教育の重要性

に気付いた。そこで、彼女は数学や理科の勉学をすっきりと諦め、これらの書物や

ノートを焼いて、女子体操の教育に邁進したのである。 
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