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恵泉スピリットを学ぶ場
今、一枚の資料「恵泉の山

やま

家
が

利用年表」を見ている。
「史料室だより」２２号で御殿場の山家を特集することにな
り、多くの資料から史料室員がまとめたものである。そこ
には、「１９４１年亜米利加村土地・家屋購入『恵泉の山家』
と命名　山開き　有志勤労奉仕」とあり、そして「２００５年
山家閉鎖の集い」で締めくくられている。その後御殿場市
は、富士山世界遺産登録を受けて市総合景観条例を制定、
山家は老朽化の為登録を断念し跡地が御殿場市御殿場財産
区に譲渡された。
浸透しにくい創立の想い
２ 年前、教育雑誌対談後、編集者から「『年に一度の創

立記念日にしか話さないので、生徒や若い教師には創立の
精神や創立者の想いが浸透しにくい。このままでは普通の
学校になる恐れがある』という私学が多くなってきた」と
聞いたことがある。
その理由は、歴史を経るにつれ創立時を語れる人材が減
少したこと、また様々な社会の要求や情勢から学校におけ
る教育課程が変質したこと、そして創立当初を学べる資料
が整えられていないこと等によるものと思われる。
原点回帰
恵泉の山家は、６４年間の歴史を閉じ直接体験は出来な

い。しかし、利用年表にまとめられている個々の記述が、当

時の状況や想いを語りかけてくれ、間接的な体験ができる。
資料の持つ価値である。
原点回帰とは、一番初めに戻ることである。本学園の原
点回帰は、創立期に戻り創立者の心と行動を学び取ること
である。
創立者の河井道先生に直接お会いすることはかなわない
が、この ４月本学園に赴任して初めて史料室を訪れた折、
深い感動を覚え、「この場に河井道先生がいらっしゃる」
と確信した。
史料室は恵泉スピリットの宝庫
「恵泉」５１３号の「史料室から」によれば、昨年度史料
室利用総数は約１６０件あり、利用された方は生徒・教職員
・卒業生・保護者・地域の方・研究者等多彩である。
今年は大学の卒業演習で、一色義子学園特別顧問をはじ
め史料室・卒業生等の協力を得て、「恵泉スピリットと私
の光」というテーマで学ぶ新企画がスタートした。良き学
びをと願っている。
河井道先生は在校生・卒業生を「看板娘」と呼び、とて
も大切になさったと聞く。創立１００周年を２０２９年に迎える
恵泉女学園にとって、史料室の役割は大きい。

� （学園長　中山洋司）

題字デザイン　高岸　昇
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１９５１年 ９ 月　教職員研修会
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３６ 佐竹そな江 ３７ 福原楢江 ３８ 鈴木香代� （＊主に現姓を使用）
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「恵泉の山家」と御殿場の歴史を振り返る
１ ．亜米利加村の成立
１８９１年、横浜居留地の英国人植物商バンティングが高山
植物採取の山中で道に迷い、農夫の芹沢幸蔵と出会った。
バンティングは、御殿場の気候や景観を気に入り、二の岡
神社の神職内海氏から土地を借り入れた。その後米メソジ
スト宣教師レーマンが「亜米利加村」を設立した。
１９０７年、アメリカ南部バプテスト教会宣教師のG.W. ボ

ールデンが別荘を持った。１９１８年から他の宣教師の協力を
得て、クラブハウス・チャペルなど２５戸の家屋の他、村内
の道路・水道・街灯・プールを作り、共同で管理した。村
長は一年ごとに互選し、音楽会・競泳会などが開かれた。
１９３２年に西南学院を辞したボールデンは妻とその母とと
もに年間居住者となった。御殿場村民と積極的に関わり、
青年層への伝道・豚の飼育とハムやソーセージの製造・ト
ウモロコシの栽培などを指導した。ボールデンが始めた
「二の岡養豚組合」は「二の岡フーズ」として存続している。
日米開戦が近づく中、宣教師らは亜米利加村の譲渡を決
断した。譲渡先は恵泉女学園・横浜山手女学園（現フェリ
ス女学院）・捜真女学校・一色乕児・森久保寿らだった。「亜
米利加村」はキリスト者のコミュニティの伝統を守る日本
人によって「二の岡荘」となった。彼らは「二ノ岡組合規
約」を定め、一色乕児を組合理事長に選んだ。
２ ．「恵泉の山家」のあゆみ
河井道が御殿場を訪れるように
なったのは１９０５年頃からである。
当初は家を借りて夏を過ごした。
１９１５年には日本 ＹＭＣＡが東山荘
を建設し、日本 ＹＷＣＡも１９２４年、
女子専用の修養会の場として富士
岡荘を作った。西園寺公望・井上
準之助・広岡浅子ら日本人の別荘も増えた。秩父宮は療養
のため１９４１年から１０年あまり定住し、繭に代わる産業を育
成しようと羊毛生産の研究もしていた。河井は勢津子妃と
親交があり、恵泉の生徒が度々宮邸を訪問している。恵泉
でもキャンプを行いたいと考えていた河井は１９４１年、グル
ー駐日アメリカ大使夫人の寄付金を一助に（『五十年の歩
み』）維持会を始めとする関係者の献金でクラブハウスだ
った主屋と住宅 ４軒を購入した。クラブハウスは「恵泉の
山家」、同窓会と信和会が購入した家屋は「恵泉友の家」
と命名された。１９４３年までは「練成会」や最終学年の「退
修会」を行った。
１号館と呼ばれるようになったクラブハウスでは、１９４４

年から１９４８年まで幼稚園が開かれた。運営にあたったの
は、１９４１年から高等部で聖書を教えていた庭瀬貞子である。
１９４５年東京でも空襲が激しくなり、普通部 １・ ２年生の
御殿場疎開が検討されたが、食糧確保が難しいと断念し
た。しかし、終戦直前には高等部家事科・園芸科の学生の
８名が疎開し、１０月までの約 ２か月間、開墾作業と幼稚園

の手伝いをした。この時の「御殿場日記」が残されてい
る。これは亜米利加村時代の宣教師たちの議事録の余って
いたページに記されており、貴重な資料となっている。
同月後半、修養会が行われた。卒業を迎える学生・生徒
のための修養会は河井が最も重視したものであった。一ク
ラスごとに都会を離れて学生生活を振り返り、祈りを捧げ
聖書を読み、友と語り合うひと時は多くの卒業生の心に残
った。当時の生徒は河井が一人ひとりに語りかけた言葉を
今も覚えているという（『証言集』）。修養会は普通部・高
等部から高等学校・短期大学に受け継がれた。
１９４９年からは恵泉会修養会が行われ、５０年に亘って続け
られた（このうち数回は別会場）。当初は保護者が河井や
教師らと寝食を共にしつつ、聖書を学び語り合った。祈り
つつ学園を支えてきた恵泉会の修養会がこれほど長く続い
たのも特筆すべきことがらである。
１９５７年からは中学 １年生の生活訓練が始まり、４１年間続
いた。これは山家で規律ある楽しい生活を送り、信仰・勉強
・友情などについて話し合う行事である。中学生になりた
ての生徒たちは、礼拝・掃除・野外料理・キャンドルライトサ
ービスなどを通じて恵泉生としての自覚に目覚めた。その
他クラブ合宿・聖歌隊キャンプ・御殿場コロニーへの奉仕
キャンプ・高校 １年生のフェロシップ・同窓会・教職員修
養会にも使用された。中でも御殿場コロニーへの奉仕キャ
ンプは１９６５年から３０年に亘り、教師の川上律子を中心に続
けられた。生徒らは多くのものを得て帰り、感話などを通
して他の生徒らに思いを伝え、共有した。１９６９年の東名高
速道路全線開通を受けて貸切バスで行けるようになった。
戦後まもなく二の岡で、聖書の翻訳作業が行われたこと
も恵泉の生徒たちには忘れがたい。口語訳への改訳は１９５１
年から ３年半をかけて作業が進められた。その間、冷房が
ない東京を避け、 ７・ ８月は二の岡の都留仙次の別荘で委
員が寝食を共にした。新約の松本卓夫・山谷省吾・高橋
虔、旧約の手塚儀一郎・遠藤敏雄・都留仙次らは日曜日に
は必ずチャペルの礼拝に出席し、時には説教を担当した。
礼拝には恵泉やフェリスの生徒・学生が参加していた。
２００３年度末をもって、山家は老朽化のため使用を停止、
２００５年に山家閉鎖の集いを行った。御殿場市は２０１３年、富
士山の世界文化遺産登録受けて「御殿場市総合景観条例」
を制定した。恵泉の山家は景観重要建造物候補となり保存
が検討されたが老朽化が激しく保存は断念された。跡地は
御殿場市御殿場財産区に譲渡され、富士山の景観保全に役
立てられることとなった。� （森　恵）

１９６０年代の山家

参考文献：河井道『わたしのランターン』 ７版２０１１　『スライディング・
ドア』１９９５　『証言集－河井道－人・信仰・教育』２０００『恵泉女学園五十
年の歩み』１９７９　日本 ＹＷＣＡ『女子青年界』 １ ―１６巻１９０４―１９２５　E.G. ヴ
ァイニング『皇太子の窓』文春学藝ライブラリー２０１５　松平豊子『春は昔
－徳川宗家に生まれて』文春文庫２０１２　岩田昂「人物評伝G.W. ボールデ
ンのその後－御殿場時代雑記」『西南学院紀要 ２』２００７　松野尾裕「御殿
場農民福音学校と食肉加工品製造の実践」『愛媛大学愛媛経済論集』２０１４
　塩入隆「日本メソジスト教会社会事業史の試み」『ウェスレー・メソジ
スト研究』２００６　御殿場市史編さん委員会編『御殿場市史 ７近代史料編
Ⅲ』１９８０「恵泉」９７号–５１０号�御殿場市ホームページ　日本聖書協会『日
本聖書協会１００年史』１９７５　鈴木範久『聖書の日本語』２０１４�岩波書店　日
本聖書協会『聖書と日本人』 ９ ― ３ 　１９５２，１０―２，３　１９５３



3

河井先生をめぐる人々（２２）

賀川豊彦（１８８８．７～１９６０．４）

河井道と賀川豊彦は、共にキリス
ト教界の貴重な指導者であり、志を
同じくする信仰の友であった。賀川
は恵泉の近隣、現在の上北沢に住
み、河井は寮生に松沢教会の礼拝に出席するようにす
すめた。何人かが賀川より受洗している。二人の娘、
千代子（普通部１０回）、梅子（普通部１３回）を恵泉に入れ
河井の教育に委ねた。幾度か望まれて賀川は恵泉で講
演をしている。１９４１年日米間の関係が険悪になり、戦
争へと傾いている状況を憂えて、アメリカの教会が共
に祈るために招いた平和使節団の中に河井と賀川も選
ばれた。二人は米国に多くの友人を持ち、影響力も大
きく主導的役割を担ったと考えられる。賀川の関心は
多岐にわたり、農村の青年たちの指導もそのひとつで
あった。恵泉と深いかかわりのある御殿場の地におい
ても、当時（１９３０年頃）窮状にあった農民たちを助けた
いと、農民福音学校を開き「立体農業」と名付けた農
業経営の多角化、養豚やハム・ソーセージの製造など
を提案した。河井と賀川に共通するビジョン、使命感
は、伝道、教育、世界平和、農業、園芸、芸術の創造
と広く豊かなものであった。この二人が同時代を生き
たことは神の摂理、恩恵と考える。� （吉川俊子）

御殿場恵泉の山家における教育活動に関して

１９４１年 ８ 月の山家開きキャンプにはじまり２００３年 ９ 月の
大学サマーキャンプまでの年月、恵泉女学園の教育活動に
とって御殿場恵泉の山家は重要な存在だった。卒業年度修
養会、中学 １年生活訓練、御殿場キャンプ等様々なキャン
プ、恵泉会修養会が開催され卒業生、教職員、保護者にと
って「思い出の地」である。
そうした経験を語っていただく会を２０１６年 ３ 月 ４ 日１３時

半から１５時半まで、世田谷キャンパス理事会議室で開催し
た。

１ ．交通手段
・小田急線新松田駅で下車。国鉄に乗り換えたが、御殿場
線は蒸気機関車で煤だらけになった。
・御殿場駅から二の岡の山家まで歩き、大変遠く感じた。
・１９６０年代、新松田から貸切バスを利用するようになった。
・その後経堂から貸切バスを使用し、御殿場二の岡まで直
行。

２ ．食と住
・当初、米や砂糖を各自で持参。中学生にとって米 １升は
重かった。
・園芸科は米等食料のほとんどを持参。
・短大の卒業生等が各種行事の調理を担当。その後明石節
子を中心に園芸科の学生、卒業生が調理を担当。
・短大キャンプでは自分達で調理。
・後年、業者スエヒロに委託するようになった。
・食事の後片付けは生徒・学生が担当。
・通常は １号館、 ２号館を使用。キャ
ンプ等では、 ３号館なども使用。
・キャンバスベッドや中古ベッドを使
用し、ベッドメイキングは各自。掃
除は生徒・学生が担当。床の雑巾が

座談会出席者：廣嶋都留（普通部１５回・短英 １回・旧職員）
松居正子（旧教員）　木村恵子（高校１５回）　高澤美津子
（高校１７回・短英１６回）　藤浪恵子（元恵泉会副会長）　本
山早苗（高校３３回・現教員）　原嶋夕佳（高校３２回・短園３１
回・現教員）　松下倶子（高校 ９回・座談会時学園長）　加
藤英明（中・高校長）　一色義子（学園特別顧問・普通部１２
回・英専 １回・旧教員）　吉川俊子（普通部１２回・旧教員）
　西島黎（高校 ４回・旧教員）等１４名。
席上語られたことに、深谷佐紀子（普通部１２回・農専 ２回
・旧教員）　風間文子（旧教員）　星野摩耶（高等部園芸科
１１回）　明石節子（旧職員）等から電話で伺ったことを加
え、筆者の責任で項目ごとにまとめる。

けやトイレ掃除が懐かしい。
・「階段の昇降は静かになさいまし」等河井道直筆の注意
書きが印象的だった。

３ ．卒業年度修養会
・河井道、清水二郎、秋田稔等歴
代の学園長は、聖書講義、礼拝
を大事にされた。
・河井道最後の修養会の主題聖句
は「世に勝つ勝利は我らの信仰
なり」（「史料室だより」１３号に
主題一覧表）
・歴代の学園長は １号館入口の部屋に滞在され、個別面接
にも多くの時間を費やされ祈られた。
・キャンドルライトサービスが初体験で思い出深い。
・欠席の生徒に「清水二郎が待っています」と連絡するよ
うに清水学園長から依頼され担任として電話、その日夕
方到着した生徒を学園長は御殿場駅まで迎えに行った。
・卒業年度の修養会で洗礼を受ける決心をした生徒・学生
が数多くいたクラスもある。
・「生きるとは」「愛するとは」といったタイトルでの話
し合いは思い出深い。
・普段全寮制で生活している園芸科の学生にとって修養会
は学年だけの宿泊で新鮮な感じがした。

キャンバスベッド

１９５１年秋
河井道最後の高 ３ 修養会



恵泉の山家利用年表　１９４１―２００５年
年 学園長 恵泉の主なできごと 普通部 高等部 同窓会・信和会

１９4１

河
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
井

亜米利加村の土地・家屋購入 山家「恵泉の山家」と命名。山開き（河合ハナと上級生奉仕団）有志勤労奉仕 別棟を購入「友の家」と命名 ８ 月中

１９4２ 　錬成会 ２ ― 4 期 　　　　錬成会１，4期 勤労奉仕と修養会

１９4３ 高等部に園芸科を新設 　山の錬成 ２ ― 4 期 　　　　錬成会 １ 期

１９44 東京などの都市への空襲始まる

１９4５ 女子農芸専門学校認可

１９4６ 農専小平移転 高等部・英専キャンプ（山開き）

１９47 専門学校英文科認可 キャンプ 農専 ３ 年修養会（１９47―１９５０）

新制中学発足（普 １ ｰ ３ 年） 中学 高校 短英 短園 大学 教職員・恵泉会
他

１９4８ 新制高校発足（普通部が新制中学
校・高等学校に） 高 ３・２ 年修養会

１９4９ 高 ３ 修養会　１９4９ 恵泉会修養会

１９５０ 短期大学開学 英文科キャンプ 同窓会キャンプ

１９５１ 教職員修養会

１９５２ （河井道入院）

１９５３ 河井道没

１９５５

清
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
水

恵泉会修養会

１９５7

１９５９

１９６１ 恵泉会修養会

１９６２ 恵泉会修養会

１９６３

１９６4

１９６５ 園芸科伊勢原移転 コロニー訪問
聖歌隊キャンプ クラブ合宿 恵泉会修養会

（１９６５―１９９９）

１９６６

１９６7

１９６９ 大井松田ー御殿場間開通により 
　　　　東名高速道路全線開通１９7０

１９7１ １９7１

１９7２
宇
都
宮

天城山荘

１９7３

１９74 １９7５

１９7６

秋
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
田

東山荘　１９7６

１９77

１９7８ 野辺山ＹＭＣＡ 　　　　　野辺山ＹＭＣＡ１９7８

１９7９

１９８０ （英語キャンプ）１９８０―１９８３

１９８３ 　　　　　クラブキャンプ開始

１９８５

１９８６ 英文学科多摩キャンパス移転 天城山荘

１９８7

１９８８ 大学開学

１９８９ 天城山荘

１９９０ クラブ合宿

１９９１ 聖歌隊

１９９２ 聖歌隊キャンプ終了１９９２

１９９３ クラブキャンプ終了１９９３

１９９4

川
　
　
田

御殿場奉仕キャンプ サマーキャンプ

１９９５

１９９６

１９９7

１９９８ 天城山荘１９９８ １９９８

１９９９ 短大英文学科 大学へ統合 １９９９

２０００

大
　
　
口

中学・高等学校一貫教育開始 ２０００　 ゼミ合宿

２００１ 大学院開学 中 １ フェロシップ
（名称変更）

２００２

２００３ ２００３

２００4 山家使用停止

２００５ 山家閉鎖の集い
園芸短大 大学へ統合 恵みシャレー軽井沢

普 ５ 年修養会
（１９4２―１９4８）

高等部 ２ 年修養会
（１９4２―１９4８）

（全学）御殿場キャンプ 英専キャンプ 英専 ３ 年修養会
（１９4８―１９５０）

短英 ２ 年修養会（第 ２ 回）
（１９５２―１９7６）

短園 ２ 年修養会（第 １ 回）
（１９５２―１９８６）

中 １ 生活訓練（ ３ クラス）
（１９５7―１９９８）

クラブ　リトリート
　　（名称変更）　

中高信和会修養会

高信和会修養会

高 １ フェロシップ
　（１９7１のみ）　

２ 年イングリッシュキャンプ
　１９77

１９８６
野辺山ＹＭＣＡ

課外コーラス・ハンドベル
（１９８８のみ）

箱根アカデミー

サマーキャンプ
（宗教部主催）

恵泉会
　　夏の集い
（名称変更）
　　１９９4

（コロニー訪問）

サマーキャンプ
　　　　１９９６

御殿場キャンプ終了
２００１

高等部有志疎開（園芸科・家事科）
（１９4５．８―１０）

??

??

表参考資料：「恵泉」　『恵泉女学園五十年の歩み』１９7９　『恵泉女学園短期大学誌―日本の女子高等教育への挑戦５０年』２００９　当直日誌（資料番号Ｃ １ ―
１６、１7）　中学御殿場キャンプ（Ｃ ３ ―２０）　英文科日誌（Ｄ １ ）　リトリート（Ｄ ３ ―１８）　園芸科日誌（Ｄ １ ）　修養会プログラム（Ｃ ２ ― １ ―３，６）御殿
場日記（Ｄ ３ ｰ ９ ）　御殿場キャンプ記録ノート　行事しおり　「忘れ得ぬ歳月」２００１　「史料室だより」１３号２００7 （年表作成　安藤和子）



山家と庭瀬貞子（1903－1976）
庭瀬貞子は１９０３年長野市生まれ。１９３２年、青山
学院神学部女子部を卒業後カナダ・アルマカレッ
ジに留学した。帰国後は一貫して日本メソジスト
教会に於ける社会事業に携わった。東京・京城・長
崎で働いたのち、青山学院神学部女子部研究科で
キリスト教と社会事業について学んだ。研究科を
卒業した１９４１年から台東区下根岸の「根岸会館」に
住み込みで働く（英語を教えていたと思われる）。

が開かれていた。在籍者は多い時で１５名に達した
たことが出納帳などの記録から分かってきた。
その後庭瀬は恵泉を離れ、横須賀田浦社会館、
足立区聖和幼稚園で働いた。山家の幼稚園に関し
ては松平豊子著『春は昔―徳川宗家に生まれて』
に記述があり、子息を通わせていたことや庭瀬の
名が残されている。� （森　恵）

幼稚園生だった福岡孝昭さんのお話
福岡さんは１９４２年生まれ。６４年間恵泉が務めた
二の岡荘組合理事長を２０１５年夏に引き継いだ。戦
中戦後にかけて御殿場に長期疎開し、恵泉が開い
ていた幼稚園に通われていた。史料室では、当時
のことについて直接お話を伺うことができた。
幼稚園は元クラブハウス（恵泉の山家 １号館）
で開かれており、地元の子どもも通っていた。お
遊戯やお昼寝の時間があったのをおぼろげに記憶
している。終戦は交番近くの家で迎えた。終戦
後、アメリカ兵のジープを借りて西二の岡（富士
岡）方面に遠足に行ったりもした。１６ミリフィル
ムで映画を観たこともあった。
恵泉の学生が手伝っていたかは覚えていない
が、庭瀬先生や先生のお母様がいたこと、先生の
お母様が亡くなったあと、先生がふとした時に涙
をこぼすことがあったこと、また、右写真の丸テ
ーブルと椅子を使ったことを覚えている。椅子は
幼稚園児には大きすぎたのか、遊んでいて後ろに
倒れてしまい庭瀬先生に心配をかけた。
� （史料室）

一方、恵泉の高等部
家事科で聖書を教え
始めた。１９４４年、東京
府の幼稚園閉鎖令を
受け、庭瀬は子ども
たち数名とともに御
殿場の山家に疎開す
る。少なくとも１９４８
年まで山家では東京
から長期疎開してい
る子どもと地元の子
どもを集めて幼稚園

山家あれこれ

１９4５年 幼稚園手伝い
高等部園芸科・家事科学生

２ 列目右端　庭瀬

鍵入れ（資料番号Ｂ 3 ―73）
河井道が最後に御殿場を訪れた１９５２年に
持参
以来１９８５年まで使用

亜米利加村クラブハウスから引き継がれた丸テーブル
と椅子
世田谷キャンパス D 棟 ２ 階で現在も使用

山家使用の食器
中・高校カフェテリアで
現在も使用

Gotemba Club Minute
Book １９２３―１９４０年（資料番号Ａ

3（ １）2 ― ５ ）
御殿場日記　１９４５年（資料
番号Ｄ 3 ― 9 ）
＊「恵泉あれこれ」参照

亜米利加村時代に宣教師が使用し
ていたと思われる陶磁器洗面器

亜米利加村時代から使われ
ていたチャペル
１９９３年「土曜ドラマ　エト
ロフ遥かなり」（ＮＨＫ制
作）の撮影に使用

亜米利加村時代のクラブハウス看板「THE CLUB」

恵泉が購入後「THE CLUB」
の裏面に教員だった末光績が
筆を入れて使用
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4 ．中学 １ 年生活訓練
・「恵泉の精神を学ぶ」という目標で、事前に『河井道の
生涯』（関根文之助著）を読み感想文を書いた。そうし
たものを土台に話し合いをした。
・「共同生活の実際的訓練」として、時間厳守（ ５分前集
合）、ベッドメイキング、テーブルマナー、掃除、七輪で
の野外料理等多くを学びその後の生活に役立っている。
・キャンプソングをたくさん歌い、今でもよく口ずさむ。
・各自が祈ったことは良い経験。礼拝の心がまえも学ぶよ
い機会だった。
・担任教師にとっても教師とし
て多くを学ぶ場であった。

５ ．種々のキャンプ
・有志キャンプは、学年を超え
て参加可能。希望者多数。
・御殿場コロニーの交流プログラ
ムには工夫を凝らした。
・キャンプソングを歌い、寸劇も
楽しかった。
・沢登り、長尾峠、金時山等へのハ
イキングも思い出深い。

６ ．恵泉会修養会・夏の集い
・恵泉会宗教部が企画立案。

・中学 １年から大学 ４年までの保護者が礼拝やキャンプフ
ァイヤー等の １泊 ２日を楽しんだ。
・学園長の主題講演は忘れ難い。「生きるとは」などのテ
ーマで真剣な話し合いが行われた。
・秋田稔学園長のハーモニカ演奏は思い出深く、先生方と
の交流も楽しかった。
・年代を超えて親しい交わりを持つことができ、それらは
今も続いている。

座談会の締めくくりには、一色義子学園特別顧問から山
家購入の経緯を伺い、小関毅彦総務部長から御殿場市御殿
場財産区への売却の説明がなされた。松居正子元副校長が
紹介された「建学の精神を学ぶのが、あの山家だからこそ
恵泉の生徒達には伝わる」とのキリスト教学校教育同盟の
方の言葉が、参加者一同の心に残った。
座談会の場には修養会、生活訓練、御殿場キャンプをは
じめ各キャンプのしおりが並べられ、秩父宮邸訪問時の恵
泉生の写真等７０年以上を経た白黒写真の数々、清水二郎の
細かい字でぎっしりと書き込まれた修養会時の手帳、戦時
中の御殿場生活の記録（「御殿場日記」）、近年の小宮山妙子
（金時娘）から松下倶子宛の書簡等、史料室が所蔵する資料
の数々が展示された。
欠番のある、１９５０年代の生活訓練・１９８０年代頃までの高
３修養会・英文科修養会・園芸科修養会・大学サマーキャ
ンプ・恵泉会修養会等のしおりや御殿場関連の資料をご寄
贈いただける場合はぜひ史料室にご連絡をいただきたい。
『御殿場日記』（高桑道子編）ほか、今号に関する詳し
い資料、記録は史料室にあり、閲覧も可能。�（松井弘子）

①１９４６年　高等部退修会　②１９７０年　高 ３修養会　③１９７２年　短
大英文科リトリート　④１９９４年　恵泉会夏の集い　⑤１９６７年　短
大園芸科修養会　⑥１９７５年　生活訓練　⑦１９６２年　中学校有志第
６期キャンプ　⑧１９６６年　御殿場キャンプ案内

１９4８年　キャンプファイヤー

恵泉あれこれ（２２）

Ｇｏｔｅｍｂａ　 Ｃｌｕｂ Ｍｉｎｕｔｅ Ｂｏｏｋ�
御殿場日記

史料室に、通称「御殿場日記」と呼ばれる一冊のノ
ートがある。堅牢な黒いノートで、大きさはＡ ４とレ
ターサイズの中間程度。表紙を開くと「Ｇｏｔｅｍｂａ　 Ｃｌｕｂ
　Ｍｉｎｕｔｅ Ｂｏｏｋ」と手書きの文字がある通り、宣教師
たちによる Ｇｏｔｅｍｂａ　 Ｃｌｕｂ年会・理事会等の議事録で
ある。議事録は１９２３年 ８ 月２８日から１９４０年 ８ 月３１日に
かけて記され、最後の頁（５２頁）は、亡くなったカナ
ダ・メソジスト宣教師R.P.Ａｌｅｘａ　ｎｄｅｒへの謝辞で締
めくくられ、「Ｇｏｔｅｍｂａ　 Ｃｌｕｂ Ｍｉｎｕｔｅ Ｂｏｏｋ」として
の役目を終えた。
しかしこのノートはそこでは終わらず、数頁あいて
５５頁からは１９４５年 ８ 月 ７ 日の日付で日本語での記録が
始まる。高等部（園芸科六名、家事科二名）の学生に
よる御殿場疎開日記である。恐らくクラブハウスに残
されたこのノートを、疎開した生徒らが“再利用”し
たのだろう。日記は交代で毎日つけられ、繰り返し、
東京が空襲で大変な中日々礼拝を守り生活をできるこ
とに感謝し、苦難の道を乗り切っていかねばならない
とある。しかし１０月に帰京が決まったときの溢れんば
かりの歓び、日記を締めくくる「夢の様な気持で学校
へと急ぐ」という最後の一文を読むとき、十代の女学
生がいかに張りつめた気持ちで疎開生活を送っていた
のかがわかり胸が痛む思いである。� （大町麻衣）

恵泉女学園史料室
〒１５６―００５５　東京都世田谷区船橋 ５ ― ８ ― １

Tel・Fax　０３―３３０３―６９２０
メールアドレス　ksshiryou@keisen.ac.jp

運営委員長：中山洋司　　室長：小関毅彦
運 営 委 員：梅澤ふみ子　川戸れい子　戸部実
　　　　　　松井弘子　森　恵
室　　　員：安藤和子　大町麻衣

座談会に並べられたしおり

⑤ ⑥ ⑦

①

② ③ ④

⑧

『私たちの歌』TOKYO YWCA
１９８7年初版


