
「寄贈品展」開催にあたって

椙山女学園
歴史文化館ニュース

歴史文化館は 年に開館
して今年 年目を迎えていま
す。館の設置に際しては、そ
れ以前の学園資料や、故椙山
正弘前学園長からの寄贈品が
元になっていますが、開館以
降も卒業生や旧教職員、また
ご遺族の方々から思い出の品
をたくさん寄贈していただき
ました。授業での制作物、教
材・教具、写真類、アルバム、
学校行事関係品、クラブ活動
の資料、試験答案、成績表、
卒業証書・修了証書、学園の
記念品など、多種多様な品々
です。その一つ一つに学園生
活の思い出や、故人となられ
た方々の思いが詰まっている
貴重な品々です。

これまでいただいた寄贈品
については、その時々の「歴
史文化館ニュース」に掲載し
て皆さんにお報せしてきまし
たが、この度、一部を企画展
として展示させていただくこ
とにしました。実物を観てい
ただき、それぞれの時代の学
園生活の実際と、そこで過ご
した学生・生徒たちの姿に思
いを馳せながらご覧いただけ
ればと思います。

この企画展に際しては、寄贈
していただいた方々に思い出
のことばを寄せていただきま
した。ご協力に感謝申し上げ
ます。また会場の都合上、展
示できなかった寄贈品が多く
ありますことをお詫びいたし
ます。

歴史文化館館長 椙山美恵子
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妻はやさしい花の絵が好きで、花の絵を集めていました。小倉遊亀さんは
椙山の教員として大先輩ということもあり、特別愛好してこの絵を身近に
飾っていました。 水谷蘶（静子夫）

寄贈品紹介

レコード（大浪曲「頑張れ！前畑」）テイチクレコード
（ 年ベルリンオリンピック前畑秀子金メダル記念）

このアルバムの持ち主・本田（旧姓・野口）あや子は私の義母です。彼
女は （明治 ）年名古屋生まれ。浄土真宗の僧侶・本田龍三と結婚後、
名古屋市西区に寺を創健し、坊守をつとめ、 （平成 ）年、 歳で亡
くなりました。空き家となってしまった住まいの片付けをしている折、手
伝ってくださった近所の女性が見つけてくれたのが、このアルバムです。

卒業生記念撮影（椙山女学園卒業アルバム）

妻の実家の物置から発見。椙山正弌先生のお名前がレコード解説書に
あり、娘が椙山の卒業生でもあることから寄贈に至りました。持ち主は
娘（卒業生）の曾祖父と思われます。
（このレコードは、女性浪曲師の天中軒雲月が演じているもので、これ
とは別に男性浪曲師の天光軒満月が演じたレコードを歴史文化館歴史展
示室で展示しています。）

一枝（紅梅の図）小倉遊亀作品（リトグラフ）

(故) 水谷 静子氏寄贈

中村 陽介氏寄贈

本田 美保子氏寄贈

そういえば、義母は椙山女学園の卒業生であったことを思い出しました。先の戦災で家屋が焼失したと
聞いておりましたので、この古いアルバムが今の今までよくぞ生き延びてきたものと感動すら覚えました。
同時に、〝椙山女学園卒〟を誇りに、このアルバムをいかに大切にしてきたか、義母の気持ちに思いを巡
らせました。椙山女学園歴史文化館で保管していただくことになり、彼岸の義母もきっと喜んでいるに違
いありません。

卒業制作品（ぶっ返り）
近藤 真奈氏寄贈

小さい頃から日本舞踊を習っているので、舞台衣裳に触れる機会はありました。
いざ制作となってからは舞台衣裳の巧妙さに改めて驚かされました。元々裁縫を
することが苦手ですが、二度とない経験をしていると自身を奮い立たせて研究、
制作に励んでいました。冨田教授をはじめたくさんの方々の協力を頂き、自分が
思い描いた通りの衣裳を制作することができたと思います。

（ 小倉遊亀（旧姓溝上）は、上村松園とともに日本を代表する女流画家のひと
りであり、 （明治 ）年 月 日、滋賀県大津市に生まれました。 （大
正 ）年、奈良女子高等師範学校（現・奈良女子大学）に入学し、ここで図画の
教師であった横山常五郎に絵の指導を受けています。
遊亀は、 （大正 ）年 月から翌年 月まで、当時の椙山高等女学校に国

語の教諭として勤務しました。その後、優れた作品を次々に出品し、文化勲章
をはじめ数々の受賞に輝いています。）



祖母加藤志津ゑ（樋口）の着物です。
祖母は大正 年に椙山を卒業した後、椙山からの派遣で松坂屋に裁縫の指
導に行っていたそうです。この着物はその時に仕立てたものと思われます。
この着物の縫い方は普通では習わない複雑な縫い方で、特殊なところがあ
り、私の母はとても真似できないと言っておりました。

中学生になって家庭科の授業が基礎縫いでした。晒に一針一針先
生に教わって直線縫い、返し縫い等手縫いの基礎を学びました。そ
して浴衣を縫い上げました。楽しい授業でした。小学校では、運針
コンクールがありました。その頃から家庭科は大好きでした。表紙
は母の着物の端切れです。一生懸命仕上げた時の喜びを、今でも憶
えています。

基礎縫（中学校家庭科）

書籍（Let’s Learn English Book3）

太平洋戦争終了後、日本の新しい国のあり方の基本として、家庭や社会生
活も大きく変わろうとする様子が示されています。また、戦勝中は敵性用語
として英語は禁止されていましたが、戦後はアメリカの占領政策もあり、英
語の学習が復活しました。

銘仙着物

（銘仙着物とは、「絣（かすり）」と呼ばれる手法を用いた平織りの絹織物
の一種です。 他の着物と比較するとカジュアルな印象で、大正から昭和に
かけて女性の普段着やお洒落着として日本中で流行しました。）

清水 ひろ子氏寄贈

須田 三恵子氏寄贈

その原点が茶道具の仕覆づくりに繋がっています。現在 数名の生徒さんと茶道具の仕覆づくりを楽しんで
います。手芸、洋裁、和裁等々体験してきた事がすべて役に立っている日々に感謝しています。

岡田保氏寄贈

私の祖父岡田重作は、 年代（大正末期 昭和初期）
から （昭和 ）年頃まで椙山高等女学校・椙山女学園
中学・高等学校の教員を勤めていました。主に地理歴史を
担当していたようです。体が大きい割に眼が小さく、耳・
鼻が大きいことから「ぞう先生」と呼ばれて人気が高かっ
たそうです。 （昭和 ）年に 歳で死去した後、遺品
はそのままになっていたのですが、貴学園に寄贈すること
としました。これは、その中の つです。

扇子（椙山女学園校友会）

岡田保氏寄贈

学園訓

私の家は昭和 年 月 日
に爆弾で壊れました。そして、
疎開生活の後、名古屋に戻り
ましたが、今はその実家も無
く、寂しい限りです。しかし、
椙山女学校時代の物を疎開先
まで持って行き、今まで残っ
ていたのが不思議なくらいで
す。
（昭和 年に「戦陣訓」を基に
戦時体制に合わせた生徒の行動
指針を示したものです。）

杉村(旧姓橋本)  昭子氏寄贈

（祖父の岡田重作氏が、椙山女学園図書館の仕事に係わっていたことから、
冊ほどの教科書や参考書と思われる書籍を遺品として寄贈されています。

その書籍には、椙山女学園図書館蔵書印が押されています。）

めいせん



東京家政大学博物館で椙山女学園関係の資料が紹介されました
東京家政大学博物館の特別企画展「裁縫雛形と自主自立の教え」（会期：令和３年 月 日～ 月 日）で、

椙山正弌・今子氏が紹介されました。

成人年齢が変わる時代。いま一度椙山の
歴史にふれてみませんか。

ただいま開催中の企画展「寄贈品展－思
い出の回廊－」では、まだご紹介していな
い寄贈品を中心に展示をしています。手ぬ
ぐいを半てんの形に折る体験コーナーもあ
り、来館したことのある方にも楽しんでい
ただけると思います。

椙山女学園 歴史文化館ニュース 第２ 号
発 行 日 （令和 ）年 月 日
編集者・発行 椙山女学園歴史文化館

（毎週水曜・金曜 時～ 時 開館）
名古屋市千種区星が丘元町 番 号

（ ） （代）
（ ） （直）

編集担当者 椙山美恵子 村瀬輝恭 阿部亮子 加藤小百合
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【編集後記】

東京家政大学の前身である東京裁縫女学校で学んだ
卒業生が、日本全国で学校を創設しました。その一人
として両氏の写真及び名古屋裁縫女学校で生徒が制作
した裁縫雛形が展示されました。
また、この博物館の サイトにあるデジタルコン

テンツ「バーチャル展示室」に、椙山女学園裁縫雛形
コレクションのデータベースがリンクされました。

【予告】

写真提供：東京家政大学博物館 バーチャル展示室

【寄贈品紹介】

揚輝荘「聴松閣」企画展 「椙山女学園・裁縫雛形コレクション展」（仮称）
令和５年１月 日（土）～２月 日（日）

※裁縫雛形は、明治から昭和初期の裁縫教育による授業制作物で、
実寸大の の大きさで制作されました。

○「わかすぎ」第 号（昭和 ）、 号（昭和 ）（遠藤惠子氏寄贈）
○卒業アルバム（椙山第一高等女学校 昭和 ）（木部賢二氏寄贈）
○手鏡（椙山女学園高等学校卒業記念品）（福岡なをみ氏寄贈）
○レコード 大浪曲「頑張れ前畑」（中村陽介氏寄贈）
○名古屋市千種区航空写真地図帳 住宅地図協会（昭和 ）（後藤宗理氏寄贈）
○卒業アルバム（椙山女学園高等学校 昭和 ）（安達理恵氏寄贈）

学生サポーターが活躍しています！

〒 名古屋市千種区法王町

令和 年度から、自校史教育の一環として来館する 年生に対して椙山女学園の歴
史を説明するための学生サポーターを導入しました。
今回サポーターを募集したところ、 年生から 年生までの 名ほどの学生から応

募がありました。自分が在籍する学校の歴史を熱心に学ぶことにより、学生が自分
の出発点を見出し、自分の言葉で説明できるよう職員一同もサポートを行っていま
す。説明する学生、説明を受ける学生、お互いに椙山女学園の歴史に深く触れて欲
しいと思います。
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