
世界の人々に奉仕するための英語

７月１５日の午後、今号のテーマの資料となる「恵泉の英
語教育�河井道学園長時代」が世田谷キャンパスの一室で
行われ、幸い私も参席することができました。
河井学園長時代に生徒として英語を習い、恵泉で英語を
教えていらっしゃった大先輩、その大先輩から英語を習
い、のちに英語の教員になられた先輩、その先輩から英語
を習った世代の者、そして今中・高で英語教育を担当して
いる現職教員方…と、習ったり、教えたりした（している）
４世代の卒業生が集う会になりました。スピーカーとして
お招きした高等部２回生から英専１回生までの６人の方々
が恵泉の生徒だったとき、どのように英語を習ったかを中
心にした経験談を伺い、質疑応答が続く和やかな「勉強会」
でした。詳しい内容は本文で読んでいただくとして、この
日、先輩方のお話を伺って、私の心に残った発言が三つあ
りました。「河井先生は、英語の力をつけるのは、学力で
勝ち組になるためではなく、世界の人々に奉仕するために
英語を身につけることが大事だと考えていらっしゃったの
だと思う」、「恵泉では、英語を学科という枠での特別な訓
練としてだけではなく、日常生活の中に組み込まれた形で
楽しく学んだ」、「英語の先生の魅力に強くひきつけられ
て、あこがれて英語が大好きになった」の三つです。
恵泉が大事にしている特別な学び�聖書、国際、園芸�の

うちの国際について、河井先生は『私のランターン』に恵
泉の生徒を国際友好に貢献できる人に育てるために、少女
のときから外国の人々や外国のよいところを理解するよう
に教えようと思っていらっしゃったことをお書きになって
います。英語教育はそのための大事な要素だったのだと思

います。少女の好奇心を刺激し、英語を学ぶのは楽しいと
思うようにネイティブまたはそれに近い教員による会話、
慣用語句を覚えるためのかるた、英語劇、英詩作りなどさ
まざまな指導法を取り入れ、先生を訪ねて来られるたくさ
んの外国のお客様に生徒を会わせるようにして、いろいろ
なマナーを自然の形で学ぶように導かれたのでしょう。
河井先生のもとで学んだ生徒が、先生ご自身がそうであ
ったように、国際的な舞台で躊躇せずに振る舞い、発言で
きるようにという願いを持っていらっしゃったのだと思い
ます。それによって自分を大事にし、同様に人種や階級に
関わりなく他の人を尊敬することを教えるキリスト教に深
く触れ、平和の実現に役立つ奉仕ができる人・神様に喜ば
れる人に育ってほしいと願っていらっしゃったのだと先輩
の話から伝わりました。その河井先生の願いを理解し、尊
んで、英語教育に身を捧げられた歴代の先生方が、生き生
きと魅力にあふれ、生徒たちを惹きつけてやまない雰囲気
を醸し出しておられ、多くの英語好きな生徒を輩出したの
でしょう。
「すべての英語力は恵泉で身につけた」、「音楽の勉強に
フランスへ留学したとき恵泉で習った英語で不自由しなか
った」等々、卒業生の言葉は生きて使える恵泉の英語のレ
ベルの高さを示していたと思います。
この会に参加された中・高の現職の英語科教員方からも
英語が受験の道具だけにならないように努めていてくださ
るお話があり、恵泉の英語教育が継承されていくことに喜
んで期待しているところです。

（松下倶子）
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心にした経験談を伺い、質疑応答が続く和やかな座談会で
した。詳しい内容は本文で読んでいただくとして、この日、
先輩方のお話を伺って、私の心に残った発言が三つありま
した。「河井先生は、英語の力をつけるのは、学力で勝ち
組になるためではなく、世界の人々に奉仕するために英語
を身につけることが大事だと考えていらっしゃったのだと
思う」、「恵泉では、英語を学科という枠での特別な訓練と
してだけではなく、日常生活の中に組み込まれた形で楽し
く学んだ」、「英語の先生の魅力に強くひきつけられて、あ
こがれて英語が大好きになった」の三つです。
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れる人に育ってほしいと願っていらっしゃったのだ、と先
輩の話から伝わりました。その河井先生の願いを理解し、
尊んで、英語教育に身を捧げられた歴代の先生方が、生き
生きと魅力にあふれ、生徒たちを惹きつけてやまない雰囲
気を醸し出しておられ、多くの英語好きな生徒を輩出した
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恵泉の英語教育�河井道学園長時代
河井道学園長時代に学ばれ、英語をライフワークとされ
ている卒業生６名から話を伺った。夏の暑い盛りの会であ
ったが、元気に語られ、出席した現職の中高英語教員から
「英語教育に対して多くの示唆を与えられた」との感謝と
感想が述べられた。座談会の全録は史料室に保管し、今後
の歴史編纂の参考としたい。
日時：２０１１年７月１５日（金）１３：３０～１５：３０
場所：世田谷キャンパス大会議室
出席者：パネリスト６名 中高教員４名 史料室関係７名
司会：松井弘子 開会祈祷・資料説明：西島黎

松村たね（普通部２回・高等部２回）
河井先生も英語を教えてくださり、弓削田先生、フロー
レンス・ウエルズ先生、そしてディギャリーという先生が
いらした。今日持参したこの缶の中には、ミス・ウエルズ
手作りのカルタが入っている。熟語かるたといって約１００
枚。先生が、“Have some tea.”と英語で読むのを、日本
語でとったり、日本語で読むのを英語でとったり…。ミス
・ウエルズは、歌もよく教えてくださった。ボロボロにな
った歌集を、娘がプリントしてくれ、今も使っている。授
業の前に皆で好きな歌を歌った。私がよく覚えているのは、
ビスケットの歌。“Animal crackers and cocoa to drink ;
that is the finest…（歌う）”一人一人に英語の名前をく
ださった。私はKate。日本語の名前がちょっと出てくる
だけで英語の調子が日本語になってしまうので、英語の名
前が出てくる方が良かった。ミセス・ヴァイニングとご用
をした時、英語の名前を使うのは良いアイディアだとおっ
しゃって、皇太子に Jimmy と。河井先生は外国のお客様
をよく招かれ、留学しても驚くことはなかった。また、Ｒ
とＬの発音を厳しく教えられたので、rice と lice の違いも
しっかり学んだ。大使館からの来客があった折等あらゆる
チャンスを用いてお行儀を教えてくださった。多賀さん、
村井さんと私が平和エッセイで入賞の時も、「握手は目上
の人が手を出してから」と教えていただいた。若山文子さ
んは私より先に留学。夏のキャンプでご一緒した時、彼女
の発音、例えば Elizabeth と名を呼ぶ時の発音の美しさに
感動。河井先生の友人のランバート夫人にも、お世話にな
り、娘のように可愛がっていただいた。留学中、特に困る
ことなく学べたのも、恵泉で学んだおかげ。
中村妙子（普通部７回）
入学時、たね子先生は、高等部１年生。翻訳を仕事にし
てきた私には旅行経験はあるけれど、留学経験はない。恵
泉の教育は基礎をしっかり教えてくれた。教科書は「津田
リーダー」。宮崎貞子先生、佐々木俊子先生に習い、二人
に共通している点は、授業への熱心さ。２年生から１００語
の単語テスト。スペリングを正確に覚えるようにと頻繁に
実施。採点の大変さを今にして思う。府立と違って、恵泉
には会話の授業があった。１、２年は河合ハナ先生とミス
・バーンズ。英語の歌を沢山教えていただいた。生徒に英
語の名前を付け、私は Sue。出席をとる時、“Sue”と先生

が呼ばれると皆が大爆笑。違う名前が良いのにと思ったこ
ともあるが、とにかく楽しい授業だった。５年になって、
大学受験希望者１０名程に、宮崎先生が男子校用の Imperial
Reader を用いて特別授業を実施。津田や東京女子大に合
格したのは、宮崎先生のおかげと感謝。英語は、繰り返し
と雰囲気が大事。着実に、しかも楽しく教えて下さった。
英語劇等のイベントがあり、留学生の存在も、楽しく英語
を学ぶことに繋がった。予科を経ず、津田の本科に進学し
てもギャップを感じなかった。発音学を学んでも、恵泉で
やってきたことがそのまま役にたった。図書館から筋の面
白い話を沢山借りだして本を読むことで、語彙不足も解消
できた。リーダーやキャンプソングをよく思い出す。他校
からの転校生に、宮崎先生や、佐々木先生が放課後補習を
なさった。英語は嫌いになったら、本人にとっても、教師
にとっても大変なこと、「語学学習はまず好きにさせるこ
となのだ」と痛感。１年生の時英語暗誦をした。鳥とか木
が出てきて、誰が天を支えているのかという話。鳥役の私
に宮崎先生は身振りも指導。２年生は“Do your best, very
best”の暗誦、３年生は英語劇。とにかく英語に力を入れ
た教育だった。
大塚野百合（普通部８回）
以前、自分の生涯を振り返って『出会いのものがたり』
を書いた。その４章が「河井先生とジョン・Ｒ・モット」。
戦時下でも英語の力をつけていただいた。恵泉で十分力を
つけて頂けたので、大学の英会話の授業が易し過ぎてびっ
くり。恵泉でミス・バーンズに質問するように言われ、
“Where are you going？”と尋ねると、“In English we
don't ask that kind of question.”英語ではそのような事
をきいては失礼になると教えていただいた。３年生の時に
泣きたいほど辛い経験。先生が英語で話をなさり、次週、
皆の前で、それを話す役が当ってしまった。長い学生生活
の中で、あんな辛い経験はただ一度。大学の英会話のテキ
ストは Thinking in English 。恵泉の授業のレベルの高さ
を自覚。ガリオア基金で留学し、歴史を専攻。試験答案を
読んで、教授が“Is English your first language？”と質問。
イエール大学でも、レポートを読んだ教授から「定冠詞が
一ヶ所だけ違う以外は完璧な英語。アメリカ人の学生もあ
なたのように書けたらよいのに」と言われた。私の英語力
は全部恵泉で付けていただいた。信仰と英語力。アメリカ
から帰国した１９５２年、恵泉の短大の専任になり、入院前の
河井先生と一週間だけ一緒に働いた。英語教育は立身出世
し、勝ち組になるためではなく、世界の人々に奉仕する国
際的な連帯感を持つ人間育成のため。大事なことだと思
う。ノーベル平和賞受賞者のモット博士も河井先生と親交

（左から）和田 松村 中村 大塚 一色 �川
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入学時、たね子（松村たね）先生は、高等部 1年生。翻
訳を仕事にしてきた私には旅行経験はあるけれど、留学経
験はない。恵泉の教育は基礎をしっかり教えてくれた。教
科書は津田リーダー。宮崎貞子先生、佐々木俊子先生に習
い、二人に共通している点は、授業への熱心さ。 2年生か
ら100語の単語テスト。スペリングを正確に覚えるように
と頻繁に実施。採点の大変さを今にして思う。府立と違っ
て、恵泉には会話の授業があった。 1、 2年は河合ハナ先
生とミス・バーンズ。英語の歌を沢山教えていただいた。
生徒に英語の名前を付け、私は Sue。出席をとる時、“Sue”

と先生が呼ばれると皆が大爆笑。違う名前が良いのにと思
ったこともあるが、とにかく楽しい授業だった。 5年にな
って、大学受験希望者10名程に、宮崎先生が男子校用の
Imperial Readerを用いて特別授業を実施。津田や東京女子
大に合格したのは、宮崎先生のおかげと感謝。英語は、繰
り返しと雰囲気が大事。着実に、しかも楽しく教えて下さ
った。英語劇等のイベントがあり、留学生の存在も、楽し
く英語を学ぶことに繋がった。予科を経ず、津田の本科に
進学してもギャップを感じなかった。発音学を学んでも、
恵泉でやってきたことがそのまま役にたった。図書館から
筋の面白い話を沢山借りだして本を読むことで、語彙不足
も解消できた。リーダーやキャンプソングをよく思い出す。
他校からの転校生に、宮崎先生や、佐々木先生が放課後補
習をなさった。英語は嫌いになったら、本人にとっても、
教師にとっても大変なこと、「語学学習はまず好きにさせ
ることなのだ」と痛感。 1年生の時英語暗誦をした。鳥と
か木が出てきて、誰が天を支えているのかという話。鳥役
の私に宮崎先生は身振りも指導。 2年生は “Do your best, 

very best” の暗誦、 3年生は英語劇。とにかく英語に力を
入れた教育だった。



があり恵泉を訪問。『スライディング・ドア』に博士の言
葉も多く出てくるけれど、単に英語が喋れて役に立つ人間
になるのではなく、神様に喜ばれる人間を作ることが河井
先生の望み。博士の言葉そのものを教育の柱にした河井先
生。聖書・国際・園芸が恵泉の三本柱と言われているが、
キリスト教が基。そこをしっかりと確認したい。
一色義子（普通部１２回―５、英専１回）
両親も、河井先生も英語を話すという環境で育ったが、
恵泉入学まで英語を教わらなかった。津田リーダーを用
い、会話は花子先生。二世の方達がクラスに４人位。“Open
the window”と先生がいうのが私には分からず、夏に河
井先生から“on the table”、“under the table”等の特訓を
受けた。２年の時で忘れられないのは「赤ずきんちゃん」
の本。花子先生が英語の発音の仕方を身ぶりをつけて教え
て下さった。２年生の１２月に開戦。３年生の時、他の学校
は英語の授業数が減少。「世の中ではやらないのに、こん
なに英語をしていいのだろうか」とクラスでボソボソ話す
人はいたが、恵泉は特に何も言わず、私は子どもの理解と
して「英語ができなければ困るだろう」と思っていた。４
年の時は宮崎貞子先生。ばっちり、きっちり教わった。会
話はずっと花子先生。４年終了で日本女子大国文科に入
学。授業で英語を順番に音読させられて普通に読んだら「貴
女何処の学校？」と尋ねられ、「恵泉です」と返答。「河井
先生の学校ですね」と教授に言われた。英専で河井先生に
教えていただいたが、教科書がなく、全部書き写し。リー
ダーズダイジェストを皆でノートを廻して書き写したり、
リンカーンの演説を書きとったり…夏休みには本を読むの
が宿題。休み明けに必ず、感想を言わされた。アメリカの
町が話に出てくると、他の都市や州の名も覚えさせられ
た。スペルも発音もアクセントも正確に。聖書の言葉も英
語で暗誦。ローマの信徒への手紙１２章の暗誦等懐かしい。
時間厳守なので、fire engine とお呼びしていたミス・ノ
ードフや、モソモソおっしゃるけれども内容が面白い大沢
実先生等にお習いした。英語の詩を五七調で訳すのが夏休
みの宿題。Apple Tree や『二都物語』を読んだ。ミセス
・ダルトンにはマナーも習った。文法を鈴木眞佐子先生、
翻訳を中村妙子先生に。清水護先生には童謡の英訳を課題
として出され、対語訳ではつまらないと叱られた。
和田礼子（普通部１２回―４、高等部１２回、英専１回）
専門学校として中等教員無試験検定資格をとるべく、文
部省役人が来て検定試験。先生達も必死で応援してくださ
った。私達は役人のディクテーションが聞き取れず「聞き
取れません」というと「では、河合花子先生に読んでいた
だこう」と言ってくれた。花子先生の英語はスラスラ書き
とれ、恵泉は目出度く合格。恵泉で英語を教えていただき
感謝。普通部３年の時たね子先生が交換船で帰国。担任に
なられた。アメリカの学生生活から軍国主義一色の日本に
帰国された先生のカルチャーショックはどんなでいらした
か、お辛かっただろうと後年度々思った。１９４９年ブリンマ
ー大学に留学の花子先生と同じ船で渡米。二週間の船旅の
間「ハナと呼んで」とおっしゃり、同船者の依頼で花子先

生が英会話を教え、私は助手を務めた。先生はあの時本当
に楽しそうで、少女のようにケラケラお笑いになられて。
戦争中先生がどんなにか不自由でお辛かったのだとしみじ
み思った。帰国後は、テレビ番組や映画の日本語脚本製作
に従事。恵泉で養っていただいた英語聞き取りの力が役に
立った。その後勤務したアメリカ大使館でニューヨークタ
イムズに勤めていた夫と出会い結婚。ロイター通信に転職
した夫のロンドン出張の折にも「英語を心配しないので」
と夫に言われ同伴することができた。８０歳を過ぎた今も恵
泉の同窓会有志で英文学読書会をしている。そういう楽し
みを与えていただき恵泉の英語教育に感謝。
�川俊子（普通部１２回―４）
恵泉時代をよく覚えている友人によれば、週にリーディ
ングが４時間、英会話が２時間、計６時間あった。教師と
の出会いが英語の学びを決定づけると思う。１年生の時は
英語が母語の河合花子先生。その発音、イントネーション、
リズムに心魅せられた。アリスの不思議な国に入ったよう
な驚きと喜びを感じながら英語の世界に触れていった。２
年の終わりから、アメリカから帰国直後のたね子先生。教
師から伝わってくる言葉と、精神文化の雰囲気、いろいろ
なものが醸し出されて、言葉というものが、学ぶ者の中に
入っていき、根付いていくものだと思う。戦争が始まった
時に入学し、戦争の時代に学校生活を送った私だが、先生
方が私達に見せて下さったのは、英語を話し英語を使って
生きている人達の世界があるということ。先生達からは、
平和こそが大切なのだというメッセージが伝わってきた。
花子先生とたね子先生から受けたものが非常にインパクト
が強い。歌があったり、言葉遊びがあったり。津田リーダ
ーに“This is the way we go to church…”という詩が出て
くると、文中の各曜日にする様々なことを衣装や小物を持
参して実演。楽しかった。たね子先生は３年の時、英語で
詩を作ることや、物語を作ることを奨励。英語を使って、
クリエイティブなことをする楽しさを知った私は、その後
英文科の授業の中でも創作を取り入れ学生たちも楽しん
だ。友人によれば、４年になった時、文部省から、英語の
時間数を減らせとの通達がきて、選択科目になり、英語を
選択しない人は、家事的な科目を選択。４年の中頃から、
学徒動員で白洋舎で働くようになった。仕事の後、学校で、
友人と２人たね子先生に英語を教えていただいた。英語の
本を図書館から借り電車の中で読んでいると、国防服を着
た男性に「米英と戦争中なのにそんな本を読むな」と殴ら
れた。英語ゆえに迫害されたと思った経験。たね子先生に
出会い、英語の教員を志望。進学先でも、英語を読んだり、
話したりするたびに、どこの学校の出身か問われ「恵泉で
す」と答えた。卒業後、アメリカに留学。恵泉で英語の基
礎力をつけていただいたため、すぐに学生生活に溶け込む
ことができた。ルームメイトとは生涯の友に。河井先生逝
去の翌年母校に帰り、以来１９９６年まで英語を教えることが
できた。
閉会祈祷：松下倶子
（p．２―３、６ 松井弘子 p．４―５西島黎、安藤和子）

３

両親も、河井先生も英語を話すという環境で育ったが、
恵泉入学まで英語を教わらなかった。津田リーダーを用
い、会話は花子（河合ハナ）先生。二世の方達がクラスに
4人位。“Open the window” と先生がいうのが私には分か
らず、夏に河井先生から “on the table”、“under the table” 等
の特訓を受けた。 2年の時で忘れられないのは「赤ずきん
ちゃん」の本。花子先生が英語の発音の仕方を身ぶりをつ
けて教えて下さった。 2年生の12月に開戦。 3年生の時、
他の学校は英語の授業数が減少。「世の中ではやらないの
に、こんなに英語をしていいのだろうか」とクラスでボソ
ボソ話す人はいたが、恵泉は特に何も言わず、私は子ども
の理解として「英語ができなければ困るだろう」と思って
いた。 4年の時は宮崎貞子先生。ばっちり、きっちり教わ
った。会話はずっと花子先生。 4年終了で日本女子大国文
科に入学。授業で英語を順番に音読させられて普通に読ん
だら「貴女何処の学校？」と尋ねられ、「恵泉です」と返
答。「河井先生の学校ですね」と教授に言われた。英専で
河井先生に教えていただいたが、教科書がなく、全部書き
写し。リーダーズダイジェストを皆でノートを廻して書き
写したり、リンカーンの演説を書きとったり…夏休みには
本を読むのが宿題。休み明けに必ず、感想を言わされた。
アメリカの町が話に出てくると、他の都市や州の名も覚え
させられた。スペルも発音もアクセントも正確に。聖書の
言葉も英語で暗誦。ローマの信徒への手紙12章の暗誦等懐
かしい。時間厳守なので、fire engineとお呼びしていたミ
ス・ノードフや、モソモソおっしゃるけれども内容が面白
い大沢実先生等にお習いした。英語の詩を五七調で訳すの
が夏休みの宿題。Apple Treeや『二都物語』を読んだ。ミ
セス・ダルトンにはマナーも習った。文法を鈴木眞佐子先
生、翻訳を中村妙子先生に。清水護先生には童謡の英訳を
課題として出され、対語訳ではつまらないと叱られた。



１９３９
（昭１４） 校歌・校旗制定

１１．河井道英文自叙伝My Lantern
６．英語クラブ発表会
７．共同研究 NISEI 発表、「小島の春」英訳

５．国際善意デー 日比学生会議報告他
７．ボイス総領事夫妻来訪「第二世調査」にアドバイス
７．ミス・カフマン、ミス・ベーカ、ミス・ガルレス他２名
１．マー・ヌエンダー女史「ビルマの話」

ダム）
７．第六回日米学生会議 南カリフォルニア大
（佐藤愛・佐藤和）

９．第二次世界大戦はじまる

１９４０
（昭１５）

７．第四回留学生科卒業式
８．長島愛生園恵泉寮建築決める
３．御殿場二の岡アメリカ村一隅を譲
りうけ「恵泉の山家」と名付ける

４．若山文子
７．「夏休み中の勉強法」『恵泉』８５号ｐ３
９．ミセス・モール
９．佐々木まさ

４．グリュー大使夫人
１１．支那抗州市長呉念中夫妻

７．第七回日米学生会議 津田塾（土居・佐藤／石
川志づ）
８．山口美智子 米国農芸学校へ派遣
１１．河井道 満州・支那視察

９．日独伊三国軍事同盟ベルリン調印
＊３．国民学校と改称

１９４１
（昭１６）

５．信和会 信和報国団に改組
６．留学生多数帰米
３．留学生科廃止

増課教科ニ充ツベキ時数（外国語）
普）１年：３２年：３３年：４４年：４
４．ミス・キルバン着任／６．関東中等学校英語
雄弁大会初参加（男女８校中２位入賞）
１２．英文学クラブ（７名）

５．国際善意デー 留学生送別
１０．池永氏「北京医療セツルメントについて」
１０．宮平夫妻「南洋について」
１．クリスマス献金を北支・北京に

６．河井道 基督教平和使節の一員として渡米、
ミルスカレッジより人文博士号授与

４．日ソ中立条約モスクワ調印
１０．東条内閣成立
１２．太平洋戦争はじまる

１９４２
（昭１７）

４．白井常子（英語）
９．「英語科短縮のこと（河井）」『恵泉』１０８号ｐ１
ミス・キルバン送別、高橋たね着任

２．「外国語の問題（佐々木）」『恵泉』１１３号ｐ２

５．国際善意デー 山下氏「太倉恵泉病院のこと」 ８．山口美智子・高橋たね日米交換船にて帰国
＊７．８高等女学校の英語を随意科目に
＊１．２１中等学校の修業年限を一年短
縮し４年制に

１９４３
（昭１８）４．高等部に園芸科を開設

高・文）１年：１１『青年の精神』『二都物語』
『スケッチブック』『キュリー夫人伝』『屋根裏
の哲人』『エヴンジェリン』

４．内山完造「支那の話」
４．早坂一郎「フィリピンの話」
６．永野海軍少佐「ロングフェローとその詩について」

９．イタリア無条件降伏
＊２．９戦時措置を決定 芸能各科を廃
止、工作を課する

１９４４
（昭１９）８．学徒動員はじまる

＊８．学徒勤労動員令公布
３．１０以後空襲激化
＊３．１８決戦教育措置要網決定：国民学
校初等科以外の授業４月から１年間停止

１９４５
（昭２０）

４．恵泉女子農芸専門学校開設
７．学校工場の疎開
９．全校集合 学業再開
１１．恵泉デー
２．賠償金運動

１０．ミス・キルバン帰任
２．高等部文科 恵泉英語会開始、児童２５０名
家事科 土曜聖書学校開始

１９４６．１．ジャクソン中尉 フルート演奏
１．カートリー大佐「二つの責任を果した」
１．フェラーズ代将講演
１．藤田たき氏、鵜澤聡明氏「婦人参政権」

１２．メサイヤ公演 日本平和協会主催
恵泉・津田塾・国立音・進駐軍（帝大講堂、日
比谷公会堂）

４．米軍沖縄上陸／５．ドイツ無条件降伏
８．広島・長崎に原爆投下／８．ソ連参戦
８．１５ポツダム宣言受諾／９．降伏調印
＊９．１５文部省「新日本建設の教育方針」
１０．２４国際連合成立

１９４６
（昭２１）

４．信和会再建
８．河井道 教育刷新委員会委員に
９．農芸専門学校都下小平町に移転

５．西舟子（～’4８）

１１．恵泉デー来訪：ヴァイニング夫人・高橋たね先生、マ
ザー・タップ、軍属米国牧師方
１１．チャプレン・ベーレー「地の塩たれ」
１２．ミス・ジュリス「ニュージーランド」
１．ヴァイニング夫人「米国学生奉仕団」
２．アキスリング博士「日本の再建は大事業なり」
２．坂部源吾「スエーデン」

１２．メサイヤ公演（日比谷公会堂）恵泉・津田塾
・進駐軍

４．新選挙法による第一回総選挙
＊９．教育刷新委員会設置
＊３．教育基本法・学校教育法公布

１９４７
（昭２２）

４．高等部文科の専門学校昇格に伴い
専門学校 農芸科・英文科として新
発足
４．新制中学校発足
１１．共同募金参加
２．農芸科文部省検定資格取得

４．松木知子（～’８０）、ミセス・カー（英語）、ミセ
ス・ダルトン（英語・礼法）、ミセス・ジョイス
・ランデル、ミセス・ルレーン・ホイチカー（英
会話・家政）他１名
９．ミス・ノードフ
英専）１年：The Apple Tree

６．ヴァイニング夫人 ヤングスタウン公共図書館より
本を寄贈
９．ブラオンリー夫妻／１０．スマイザー先生
１１．ザーナック女史（ドイツの孤児に１０００円を託す）
１１．ミス・バロー「戦後のフランスの学生たち」
１１．ジャビー氏（インド）

１１．戦後第一回日米学生会議 立教大４名参加 ＊４．新学制による小・中学校発足
５．日本国憲法施行

１９４８
（昭２３）

４．新制高等学校発足
４．信和会 中学と高校にわかれる
１．英文科 文部省検定資格取得
３．新講堂献堂式

４．中村妙子、鈴木眞佐子
９．ミス・レノルズ

６．ヴァイニング夫人講演／タイパー氏講演
１１．ヴァイニング夫人を通して米の子供達と交流
２．ニコルソン氏・イエーツ氏音楽と映画（山羊）の集い
２．アキスリング博士卒業礼拝説教

１２．ＫＡＹ合唱団・新交響楽団メサイヤ初演
（日比谷公会堂）

＊４．新制高等学校発足
７．大韓民国成立
９．朝鮮民主主義人民共和国成立

１９４９
（昭２４）

７．新講堂落成祝賀会
３．１４恵泉女学園短期大学認可 New Tsuda Reader

４．ジョン・Ｒ・モット博士
６．トローヤー博士
６．キャスロー女史「フィリピンの話」
１１．ブルンナー博士夫人・シャプレー夫人感謝祭礼拝で
挨拶
１２．デシェーザー氏講演

７．ＹＷＣＡ国際少女キャンプ 宮島２名
７．国際キリスト教ワークキャンプ 諫早２名
五日市１名 函館１名
８．国際学生講座（ＡＦＳ主催）津田塾３名
９．河合ハナ ブリンマーカレッジ留学
９．畑中礼子 フィリップスカレッジ留学（戦後
初）

４．１ドル３６０円の単一為替ルート
５．ドイツ連邦共和国（西独）成立
１０．ドイツ民主共和国（東独）成立
１０．中華人民共和国成立

参考 『恵泉』（１号～１６５号）学則（史料番号№１０５３、№１０５４）『恵泉女学園五十年の歩み』『岩波近代総合年表』 （「支那」などについては『恵泉』誌の表記をそのまま用いている）

年表 初期の英語教育（普通部・高等部・専門学校 １９２９～１９４９年度）とその背景
年度・月
（昭和） 恵泉女学園 英語教育（担当・着／離任・教材・授業時数） 来訪者（国際関係の講演・親善など） 留学・国際会議など 社会一般（＊教育行政）

１９２９
（昭４）

３．恵泉女学園設立認可
４．普通部第一回入学式
（牛込神楽町仮校舎）

普）１年：６（発音・綴字・読方・訳解・会話・習字）
Tsuda Reader
担当：河井道、一色ゆり、ミス・ウェルズ（～
’３２）

１０．世界恐慌はじまる
１．ロンドン海軍軍縮会議

１９３０
（昭５）１２．千歳村の新校舎へ移転

普）１年：６２年：６
４．弓削田ますみ

１９３１
（昭６）９．寄宿舎「河井寮」開設

普）１年：６２年：６
３年：６（発音・綴字・読方・訳解・会話・習字・

作文・文法・書取り）

９．ラオルシャー姉妹、ミセス・モリソンとラスカー氏
１０．サラ・スミス先生、パダック夫妻、ミセス・ヒヤホー
ド
１１．メスナ博士「南アフリカの歴史・地理」他

３．満州国建国宣言

１９３２
（昭７）

１１．信和会発会式
１１．学園機関誌『恵泉』創刊 普）１年：６２年：６３年：６４年：５ １０．謬得牧師

１１．ミセス・ランバート（～’３３．９）
５．五・一五事件
３．国際連盟脱退

１９３３
（昭８）１０．卒業期の退修会はじまる 普）１年：６２年：６３年：６４年：５５年：５

４．在京中華民国留学生３０余名招待
６．カナダ公使夫人ミセス・マーラー／スマイザー先生
３．粕谷よし子「英国の女学生生活」

５．婦人平和協会「懸賞平和論文」入選（村井・高
橋・多賀）
１０．国際学生友好会会場になる

＊’３４．３．三上参次、貴族院で中学校の
英語授業時間減少を主張 高女や農学
校で時間数減少の傾向みられる

１９３４
（昭９）

４．普通部第一回卒業式
４．高等部文科・家事科開設
９．財団法人認可
１２．校章制定
２．普通部に対して高等女学校と同等
以上の指定認可

普）１年：６２年：６３年：６４年：５５年：５
担当：河合ハナ、宮崎貞、河井、末光績、石川志づ
４．ミス・ヴェリ、宮崎、河合ハナ 文科講師
９．ミス・デビス
高・文）１年：１０２年：１１（英文法・訳読・作文・会
話・通訳・演習）The Christian Graphic Vol.4 No.9
高・家）１年：３２年：３

５．賀川豊彦「フィリピンの土産話」
５．国際善意デー「平和の歌」を東京放送局より放送
５．インドのジェスダーサン博士
６．ボサンケット女史「英国の家庭の女子教育」
６．渡辺外交官夫人「フィンランドの話」
３．ミス・レスター「英国貧民のこと」

７．河井道 米国キリスト教伝道協会の招きに
より渡米
７．第一回日米学生会議 青山学院大（鈴木・迫
本／石川志づ）

１９３５
（昭１０）

６．第一回恵泉デー
６．英文 Keisen News 創刊
９．留学生科開設
９．神楽町時代の日本間寄贈される
３．第一寮竣工
３．原田寮寄贈される

普）１年：６２年：６３年：６（読方・訳解・会話・習字）
４年：５５年：５（（読方・訳解・会話・習字・作文

・文法・書取り）
４．河合ハナ、佐々木俊子（～’４１．３）
高・文）１年：８（講読・作文・会話・通訳・演習）
More Famous Stories 他
高・家）１年：２（講読・会話）ミス・バーンズ

６．国際善意デー ケナード夫妻
９．ミセス・フォーク、バチェラー博士
１１．ミセス・マーラーとクーパー氏
３．清水安三「支那の教育について」

８．第二回日米学生会議 リード大（月本／石川
志づ）
８．婦人平和協会「国際親善の手紙」（佳作３名）
１０．国際学生友好会会場になる

２．二・二六事件

１９３６
（昭１１）

４．信和会、普通部と高等部にわかれ
る
（４．千歳村が東京市内に入る）

７．高専部信和会主催討論会「日本女性に英語
は必要なりや」「第二世は米国に帰るべきか」
Florence Nightingale （高等部）他

５．川崎寅雄「満州国について」
５．田川大吉郎「現下の国際情勢について」
６．国際善意デー アフガニスタン留学生など６７名来訪、
ガントレット恒子「国際平和について」
１０．リチャード夫妻、スチブンス夫妻
１２．フィッシャー氏

４．若山文子 ヴァージニア師範大学留学（卒業
生初）
８．第三回日米学生会議 早稲田大（遠藤・浦野・
山口）
８．婦人平和協会懸賞論文「対支問題」（入選１・
佳作１）

１１．日独防共協定

１９３７
（昭１２）７．留学生科第一回卒業式 普）３年：Fifty Famous Stories

５．国際善意デー 渡辺知雄講演
１０．内山完造「支那漫談」（３回）
１１．ミセス・オールズ「衛生講話」
２．ミス・タッピング「社会事業について」

５．河井道 中華民国基督教教会連盟の招待で
上海訪問
７．高橋たね ウェスタンメリランドカレッジ
留学
７．森久保素 フェリホールカレッジ留学
８．第七回世界教育会議（東京）協力
８．第四回日米学生会議 スタンフォード大
（浦野・羅）

７．日中戦争はじまる

１９３８
（昭１３）

５．バチェラー博士講演／国際善意デー 河井道講演
６．田川大吉郎「支那について」
８．米友人夫妻・米女教師一行
１２．ゲルトルード・シュールツ「欧州大戦当時のドイツ」
２．一又正雄「中支・北支における国際問題」

７．第五回日米学生会議 慶応大（薄井・村山／石
川志づ）
１１．河井道 マドラス基督教世界宣教大会へ

４．国家総動員法公布
４．電力国家管理開始

１９３９ １１．創立十周年記念 祝賀会・感謝会 ４．山口美智子

４．米大使グリュ－夫人とビーミス夫人／比女学生来訪
５．ミス・ユーイングと自由学園北京生活学校留学生
５国際善意デ 日比学生会議報告他

４．日比学生会議（古屋・佐藤・村田／石川志づ）
６．河合ハナ 世界基督教青年大会（アムステル

「恵泉」

普）１年：３　２年：３　３年：４　４年：４

「恵泉」

「恵泉」

少将

「恵泉」の表記をそのまま用いている）

レート

「恵泉」

（～１９４8）

４．松木知子（～１９8０）、ミセス・カー（英語）、ミセ

１１. 学園機関誌「恵泉」創刊

普）１年：６　２年：６

普）１年：６　２年：６

（～１９３３．９）

（～１９４３．３）

＊１９３４．３．三上参次、貴族院で中学校の
英語授業時間減少を主張 高女や農学
校で時間数減少の傾向みられる

普）１年：６　２年：６　３年：６　４年：５

普）１年：６　２年：６　３年：６　４年：５　５年：５

普）１年：６　２年：６　３年：６　４年：５　５年：５

高・家）１年：３　２年：３

普）１年：６　２年：６　３年：６（読方・訳解・会話・習字）
　　４年：５　５年：５（読方・訳解・会話・習字・作文・文
法・書取り）



史料にみる恵泉女学園初期の英語教育

１．河井道の英語教育への姿勢

１９３６年英語教授研究所年次総会で、河井道は市河三喜東
京帝国大学教授と共に講演し、１１月６日発行の「所報」に
その英文原稿が掲載されている。「日本の女子校の中、週
に５時間以上英語の授業数がある学校は５０校以下。初等教

育を終了する女子７０万人中上
級学校への進学は１０万人。卒
業に至る８万７千人の中で英
語を専攻する者は、５００人。
もっと英語教育に関心が払わ
れてしかるべきである」と河
井は語り「時代は多様性を求

めている。特に女子教育に於いては」と続け、「生涯に英
語を使用する女子は僅か、名作は翻訳で読めるとの英語教
育不要論者もいるが、思想なくして霊性は育成できず、信
仰、真理、美等は、文明を計るバロメーター。外国語学習
を通して、国際理解、親善への目が開け、新しい世界が拓
ける。子供たちの英語学習を手助けできる母親の存在も意
味があり、英語雑誌を読み、海外の事情に精通している女
性の例もある」。河井が力説するのは教師の人格的力量。「英
語教育の是非は教師の人格にかかっている」と述べ、「一
流の作家達による子供向けの図書（冒険小説・おとぎ話、
歌・詩、ユーモア小話・ゲーム等）も教材となる」と語り、
マザーグースやスティーブンスの The Child's Garden of
Verses を列挙。自然や国際平和に関する本や宗教書も、
子供向けに平易な美しい英語で書かれており、内容が深い
と推薦。３つの詩を紹介し、“How simple are the words
and yet how deep and searching are the ideas!”と締め
くくっている。
大山綱夫元史料室運営委員は「英語を英語で教授する正
則教授法と日本語を介して教授する変則教授法の二種が存
在した」と語っているが、河井は正則教授法にこだわった。
創立期教員の一人であるミス・ウエルズは、英語、体操、
唱歌を担当。生徒日誌にも「聖句を英語で暗誦」とか「音
楽・英語の歌」との記述がある。native 教員採用は継続し
（年表参照）、専門学校設立趣意書にも「native 教員と、海
外で教育をうけ native 同様に英語を使える教員が担当」と
ある。上中素（高等部２回）も「聖書も英語で行われ…体

育、園芸、調理、裁
縫等も英語」（「証言
集」ｐ３６）と書いて
いる。１９３５年１２月実
施の高等部文科の
「単語・語句を英語
で説明せよ」との河
井道作問の試験問題
が史料室に保管され
ている。

２．英語の授業数

１９２９年の学則に授業数の記載があり（写真参照）、その後
も英語授業数を維持していたが、恵泉誌５９号（１９３８年３月）
に「普通部５年級には来年度より、２種の時間割を採用せ
んとする案協議あり、決定、生徒及び両親の意向を質すべ
く書面を発表…」とある。佐々木まさは恵泉誌１１３号（１９４３
年２月発行）に「外國語の問題」と題して「『文部省は短
縮を聲明しただけである。将来も全廢にはならないだら
う』との事であった。さて英語學習は時間が長いから學力
が増し、短いから低下するとは限らない。…之は教える者
と習ふ者との意氣投合でアル。短時間にてぐっと能率を上
げるのも鍛錬の一つであらう。いまや世界の指導的位置に
立ちつつある日本女子にとって外國語は決して無視すべき
ではなく…」と書いている。
長谷部郁子（高校３回）は「…英語を、恵泉は、『戦争
が終わった時、世界に羽ばたく女性におなりなさいまし』
と教えていた」（証言集ｐ１６７）と記している。
修了年限短縮令公布（１９４３年１月）後、学則に英語授業
数の減少（１、２年が３時間、４、５年が４時間）が記載さ
れているが、１９４５年４月以降、学徒動員が始まり、授業自
体ができなくなった（年表参照）。
３．教材

普通部１年から５年までテキストは Tsuda Reader 。放課
後の特別授業ではImperial Reader が用いられた。副読本と
して Fifty Famous Stories 、More Famous Stories 、Great
Stone Face 、Philosophers in the Attics 等（年表参照）が
使われ、その中の何点かが史料室に寄贈・保管されている。
４．留学生科

１９３５年にアメリカ生まれの二世１２名を対
象とした授業を開講。１９４１年末留学生科廃
止まで、１２５名がミス・バーンズ、河合ハ
ナ、弓削田ますみ等の指導のもと、文化、
言語、風俗習慣等を学び、英文機関誌
Keisen News を１～２５号発行。表紙も手作りで、河井道
の英語巻頭言からはじまり、内容も学園生活多岐にわたる。
寮生活を含む日常生活で自然に使用される英語は、生徒
に大きな影響を与えた。日米学生会議派遣学生生徒選考に
関しての史料も残されているが、海外からの来訪者（年表
参照）と共に、留学生科の存在も、英語学習や海外との交
流のモティベーションになったといえる。
５．進路

普通部１回生から１１回生卒業生総数約４９０名中、恵泉高
等部進学８３名、津田塾１０名、東京女子大学３５名（高等部１０
名を含む）、日本女子大学４名。他には、医専、師範科、
保育科等進路は多岐にわたっている。若山文子（普通部・
高等部１回）は卒業生初の、松村たね（普通部・高等部２
回）はそれに続く留学生である。１９５０年以降、卒業生・教
員等多数が留学し、大学や宣教団体からの奨学金、ガリオ
ア、フルブライト、グルー基金等奨学金を授与され、学位
を取得して帰国している。

前列左から３人目 宮崎貞子、４人目 ミス
・ヴェリー、後列左から３人目 河合ハナ

No.１０５４ 学則（授業時数）
６

育を終了する女子70万人中、
上級学校への進学は10万人。
卒業に至る 8万 7千人の中で
英語を専攻する者は、500人。

No.１０５３　学則（授業時数）

も英語授業数を維持していたが、「恵泉」59号（1938年 3 月）
に「普通部 5年級には来年度より、 2種の時間割を採用せ
んとする案協議あり、決定、生徒及び両親の意向を質すべ
く書面を発表…」とある。佐々木まさは「恵泉」113号
（1943年 2 月発行）に「外國語の問題」と題して「『文部
省は短縮を聲明しただけである。将来も全廢にはならない
だらう』との事であった。さて英語學習は時間が長いから
學力が増し、短いから低下するとは限らない。…之は教え
る者と習ふ者との意氣投合でアル。短時間にてぐっと能率
を上げるのも鍛錬の一つであらう。いまや世界の指導的位
置に立ちつつある日本女子にとって外國語は決して無視す
べきではなく…」と書いている。



第１０回 河井道勉強会

「女性解放―河井道の想い」講師 一色義子先生

２０１１年７月６日（水）、学園特別顧問の一色義子先生を
お迎えして第１０回河井道勉強会が行われた。河井道勉強会
は２００２年に始まり今年で１０年目を迎えた。第１回は河井道
と天皇制の関わりをテーマとして行われている。岡本嗣郎
著『陛下をお救いなさいまし』の出版に際し史料提供に応
じた史料室には、そこに描かれた河井道像めぐってこれを
どのように読むのかが課題として与えられた。当時の学園
長大口邦雄先生はこの課題を全学の問題としてさまざまな
立場から広く考え合うことを提案され、恵泉御殿場山の家
に於いて泊りがけの勉強会となった。それが年毎にテーマ
を変えながら今日に引き継がれている。一色先生は第１回
からほぼ毎年参加されているが、今年度は発会１０年を期し
改めて河井道の女子教育に対する想い―その心を求めて、
先生よりお話を伺う機会とした。
一色先生には『愛の人 河井道子先生』ほか、少年少女

向けの『生きた信仰に立つ教育家 河井道子』など河井道
の伝記があるほか、恵泉女学園中学校、大学で「聖書」、「キ
リスト教概論」を担当された。経堂緑岡教会の協力牧師で
あり女性神学に関する研究会のメンバーで、その関係のご
著書も多い。日本キリスト教婦人矯風会にも長く関わって
おられる。２００４～２００９年恵泉女学園理事長。当日の出席者
は約２０名。

以下にレジュメの見出しに添って
講演の要旨を記す。
１．女性解放と河井道

河井道はまず女性であり、キリス
ト教信仰に生き、共に生きるという
姿勢を持った教育者であった。戦時
中は国策の影響を受けながらそれに生徒たちをさらしては
いけないと身を切るような思いで過ごした生活があった
が、神様を信じ祈りを通して前進する勇気を常に持ち続け
ていた。苦しい状況を受容し「勝ちてあまりある」と信仰を
貫いた勇敢さを当時の生徒たちはみなよく知っている。河
井道の「女性解放」は、「人間解放」であった。男女を問わず、
神の前に人間のあるべき姿を求めて生きようとする姿勢で
他者との愛の関わりを求めて生き抜いた。河井の生き方か
らは、神の前に不完全な罪ある人間が、男も女も世の価値
の重荷から解放され、すでにイエス・キリストによるすべ
ての人の愛と十字架と復活による本当の人間存在の解放が
現実のものとなっているのだという、その喜びを伝えよう
とした姿勢がうかがえる。
２．河井道と女性解放運動

河井道が男性嫌いだったという人がいるが、必ずしもそ
うではなかった。例えば教会生活において牧師は尊敬の対
象であったし、新渡戸稲造を生涯恩師と仰いでいる。また
幼い道の信仰心を育んだのは父河井範康である。河井の記
憶には毎夕、伊勢神宮を古式ゆかしく参拝する父親との思
い出が深く残る。河井のなかには女性に対するものと同様

恵泉あれこれ（１７）

ＫＡＹ合唱団

２０１０年１２月７日、池袋芸術劇
場に於てＫＡＹ合唱団は最後の
定期演奏会を行い、６２年の長い
歴史を終えた。ホール一杯の聴衆を迎え、演奏する者、聴
く者共に特別な感慨を抱きつつ定例のアンコール「きよし
この夜」を全員で歌い、主の御降誕を祝った。宗教曲のみ
を年に二回歌い続けてきた合唱団の終りに、御降誕を共に
喜ぶ時を与えられたことは本当に大きな恵であった。
敗戦復員した私の父（奥田耕天）は恵泉女学園で再び教え
始め、河井道先生の「合唱を教えてほしい」とのご依頼を

受け、恵泉、青山学院、ＹＭＣＡの
各合唱団を纏め、大きな演奏会を開
く準備を始めた。恵泉で参加者を募
ったところ、１５０人以上も集まって
しまい、河井先生が「困りました。
こんなに集まってしまいどうしまし
ょう」と仰ったそうだ。父は「大丈
夫です。練習が厳しいのですぐ減り
ますよ」と申し上げその通りになっ
たとのこと。恵泉はその創立時から

合唱コンクールがあり今も続いている。河井先生は合唱と
いう共同作業を通して辛抱強く一つの曲を仕上げてゆく喜
びを教えたいと思われたのではないだろうか。
第一回の演奏会は１９４８年。殆ど総ての事物が進駐軍に接
収され、演奏会の許可を得るのも困難な時代ではあった
が、故河合ハナ子先生の大変な御尽力により、進駐軍の為
に二回、日本人の為に一回という条件で
許可がおり、戦後初めての「メサイヤ」
を現ＮＨＫ交響楽団の伴奏で日比谷公会
堂に於いて演奏することが出来た。父は
ハナ子先生の音楽も、又そのお人柄もと
ても頼りにし、何度も定期演奏でピアノ
を弾いて頂いた。ハナ子先生のピアノの
音は本当に柔らかな暖かい音色で、６、７才だった私は、
長いメサイヤの曲の中で早くピアノの番にならないかな
あ、とピアノの音だけを楽しんでいたように思う。当時は
チェンバロの代りにピアノが使われていた。
ＫＡＹ合唱団の船出に、河井道、河合ハナ子両先生が深
く係って下さり、又恵泉の生徒が圧倒的に多かったことを
考えると、ＫＡＹの６２年の歴史の礎は恵泉によって築かれ
たのだ、と密かに自慢の気持ちが湧きあがる。
ＫＡＹ合唱団の活動は終始一貫、信仰をもって創られた
音楽を通しての伝道であった。

（恵泉女学園オルガニスト 草間美也子）

日比谷公会堂１９５３年

左 河合ハナ、右
奥田耕天
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じた史料室には、そこに描かれた河井道像をめぐってこれ
をどのように読むのかが課題として与えられた。当時の学
園長大口邦雄先生はこの課題を全学の問題としてさまざま
な立場から広く考え合うことを提案され、恵泉御殿場山の
家に於いて泊りがけの勉強会となった。それが年毎にテー
マを変えながら今日に引き継がれている。一色先生は第 1
回からほぼ毎年参加されているが、今年度は発会10年を期
し改めて河井道の女子教育に対する想い―その心を求め
て、先生よりお話を伺う機会とした。

ていた。苦しい状況を受容し「勝ち得てあまりある」と信仰
を貫いた勇敢さを当時の生徒たちはみなよく知っている。
河井の「女性解放」は、「人間解放」であった。男女を問わず、
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一
九
四
八
年
　
第
一
回
プ
ロ
グ
ラ
ム



�����������������������������

�����������������������������

に男性に対する信頼と期待があった。日本で女性解放運動
の先駆けとして活動していた矯風会の女性指導者たちの中
には、当時の婚姻制度の下で、男性から直接暴力や被害を
受けた経験をもつ人々が少なからずいたことから、彼らと
は異なる立場からの視点があったのではないか。
また１８８６年の矯風会発足の中心であった矢嶋楫子は河井

と約４０年の年齢差がある。１８００年代後半アメリカの女性解
放運動のうねりが伝えられた頃、日本はまだ公娼制度廃止
運動の途上であり、２０世紀に入ってもまだ公然と廓が存在
していた。矯風会はそこから逃げてくる女性たちをかくま
うなど具体的な男性の暴力の前に立たされていた。河井は
日本社会特有の公娼制度の問題性を見、矯風会の活動を援
助しながらも、その運動に直接かかわることよりも農村の
女子の教育にヴィジョンを描いた。河井は女性自身がしっ
かりと自分というものを立てて自立した行動をとれるよう
にならなければならないと考えていた。したがって少女の
頃からの教育が不可欠であると考えたのである。
３．質疑応答を通して

河井道は最初に入学したミッション・スクールで挫折し
た。その後サラ・スミスとの人格的な出会いと、生活ぐる
みの教育を通して自身が変えられていく経験をしている。
生徒と教師のパーソナルな出会いがある学校でなければな
らないという考えはあったかもしれない。
河井には相手が誰であるかを問わず、言うべきことをし
っかりと表現する勇気があり、女性であることを理由に自
身をかこつことはなかった。他者も自分もなるがままの姿
勢ではなく、持てるものを最大限に活かしてもちい、ある
ときは苦しい状態も開拓者的チャレンジで受けて立って生
きる生き方を貫いた。それが河井道の平和を求める歩みで
あり、女性解放であったと言えるかもしれない。
日本キリスト教婦人矯風会は現在も女性を中心に、男性
による圧力からの解放・暴力からの解放のために活動して
いる。近年は被害を受ける女性の低年齢化が問題となって
おり、１０代の女性の妊娠や児童ポルノなど問題はさらに深
刻化している。矯風会が直面する問題はいつの時代も具体
的で、いきおい、女性の支援活動も具体的・直接的なもの
だった。そのような活動を河井道は非常に尊敬しておりこ
れを熱心に助けた。しかし河井自身は後年社会事業から女
子教育へ向かった。それはなぜだったのかとの問いに、今
日は日本の女性解放運動の歴史と、矯風会の初期のリーダ
ーたちと河井の相違に着目した。河井道は男性や社会によ
る女性への圧力・暴力からの女性の解放に対して、その解
決の根本に女性自身のたしかな成長をおき、自立して社会
を変革する行動力をもつ女性の育成をめざしたのではない
か。河井道が、「戦争は、女性が世界情勢に関心を持つま
では決してやまないであろう」と、英語の自伝、My Lantern
に記したのは１９３３年のことである。８０年後の今日、河井道
の言葉が決して古びていないことを想う。
【参加者の感想】

女性が人間としての自覚をもって行動する人生を生きる

ために、少女の頃からの教育が大切であるという河井先生
のヴィジョンは現代でも必要とされており生きている。女
性である私たち自身も、このことを自覚して継承していか
なければならないということを学ばせて頂いた。感謝して
受けとめたい。 （土屋昌子）

河井道をめぐる人々（１７）

河合ハナ

河井道と河合ハナ（以下ハナとす
る）の出会いは、恵泉の歴史にとっ
てきわめて重要な意味を持つ。ハナ
は１９１０年ロサンジェルス郊外の牧師

の家に生まれた。まだリボンをつけた愛くるしい幼女
の頃、訪れた河井と出会っている。ハナは大学教育を
終えて来日する。母語は英語であり、概して日系二世
の物の考え方、感じ方をした。最初横浜の捜真女学校
で教えたが、河井に請われて１９３４年恵泉の教師とな
る。ピアノと英語を担当し、やがて学園の音楽教育、
英語教育の発展に力を尽くす。生徒、学生はハナを「花
子先生」と呼んで親しんだ。河井はハナの明るく善良
な人柄と教師としてのすぐれた素質に着目し、海外の
キリスト者青年の世界会議に派遣したり、学園の平和
・国際教育の担い手になるための配慮を惜しまなかっ
た。ハナは河井を敬愛し、その志と祈りをよく理解し、
その実現のために献身した。農専、短園が山口美智子
を得て誕生したように、ハナによって英専、短英は生
まれ、その指導によって「生きた英語」をかかげ国内
有数の学校に成長した。１９５３年河井が世を去ると理事
会はハナを次期園長に推した。ハナはこれを固辞し、
園長にふさわしい人間を側面から支え、創立者の精神
を「命がけで伝える」決意を述べている。副園長とし
て、清水・宇都宮学園長を忠実に援けた。河井と同様
教会を重んじ教会に仕えた。２００５年９５歳で死を迎える
直前にも校歌を口ずさみ、河井の許で働くことを許さ
れたのは「生涯の幸せ」であったと語っている。

（�川俊子）
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きる生き方を貫いた。それが河井の平和を求める歩みであ
り、女性解放であったと言えるかもしれない。

だった。そのような活動を河井は非常に尊敬しており、こ
れを熱心に助けた。しかし河井自身は後年社会事業から女
子教育へ向かった。それはなぜだったのかとの問いに、今
日は日本の女性解放運動の歴史と、矯風会の初期のリーダ
ーたちと河井の相違に着目した。河井は男性や社会による
女性への圧力・暴力からの女性の解放に対して、その解決
の根本に女性自身のたしかな成長をおき、自立して社会を
変革する行動力をもつ女性の育成をめざしたのではない
か。河井が「戦争は、女性が世界情勢に関心を持つまでは
決してやまないであろう」と、英語の自伝My Lanternに
記したのは1933年のことである。80年後の今日、河井道の
言葉が決して古びていないことを想う。

ために、少女の頃からの教育が大切であるという河井道の
ヴィジョンは現代でも必要とされており生きている。女性
である私たち自身も、このことを自覚して継承していかな
ければならないということを学ばせて頂いた。感謝して受
けとめたい。 （土屋昌子）


