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「近代日本における
女子教育と東洋英和」

コロンビア大学歴史学部教授（ジョージ・サンソム教授職※）。ウェルズリー大学哲学科を優等卒業した後、コロンビア大学で修士
号、博士号を取得。ミュンヘン大学、東京大学にも留学した。1974年以来、コロンビア大学で教鞭を執るほか、ベネチア大学、ライ
デン大学、オスロ大学、ハーバード大学、東京外国語大学、パリ社会科学高等研究院などでも講義を行った。
専門は19世紀中頃から今日までの日本の近現代史であり、社会文化史、国際関係、第二次世界大戦、そして日本と西洋における歴
史の記録と記憶についての著述がある。
2006年に旭日中綬章を受章。アメリカ哲学協会、アメリカ人文科学アカデミーの会員に選任され、数々の教授賞、著作賞を受賞し
ている。1996年から1997年までアジア学会会長、1994年から2001年まで、日米友好基金大統領指名委員を歴任。現在はアジア・
ソサエティの名誉評議会副会長、ジャパン・ソサエティ理事、ウェザーヘッド財団理事、アメリカ人文科学アカデミー会員、外交問題
評議会会員を務める。フォード財団、フルブライト財団、国際交流基金等の研究助成受賞歴がある。コロンビア大学ではグローバ
ル思想委員会を立ち上げ、現在委員長。
最新の著書は『戦争の記憶：コロンビア大学特別講義−学生との対話−』（講談社現代新書、2019年）。主要著作物としては
Japan’s Modern Myths: Ideology in the Late Meiji Period (Princeton University Press, 1985)； Showa: The Japan of 
Hirohito  (W.W. Norton, 1992)； Asia in Western and World History, Ainslee Embree との共編 (M.E. Sharpe, 1997)； 
『日米関係からの自立』和田春樹、姜尚中との共著（藤原書店、2003年）; Sources of Japanese Tradition, Vol. 2 , W.T. de Bary
とArthur Tiedemannとの共編 (Columbia University Press, 2005); 『歴史で考える』 (岩波書店、 2007年; 2020年に改訂文
庫版を出版予定); Words in Motion , Anna Tsingとの共編 (Duke University Press, 2009); 『思想史としての現代日本』五十
嵐暁郎との共著（岩波書店、2016年）；Thinking with the Past: Japan and Modern History  (University of California Press, 
2016); Past Obsessions: World War Two in History and Memory  (Columbia University Press, 近日出版)などがある。 日
米両国のメディアに寄稿し、米国内外で講演を行い、学校におけるアジアと歴史についての教育の向上のため広く活動している。

※Sir George Sansom（1883-1965）は、英国人外交官であり日本史家、1940年代にコロンビア大学東アジア研究所の初代所長となる。ジョージ・サンソム教授
職は、サンソム氏の業績を記念して創設された教授職。
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特別講師・パネリスト：キャロル・グラック（Carol Gluck）

キャロル・グラック
世界を変える女子教育
Educating Women, Changing the World

（コロンビア大学歴史学部教授）



1967年神奈川県生まれ。小学部から高等部まで東洋英和女学院で学ぶ。1990年慶應義塾
大学法学部政治学科卒業、慶應義塾大学大学院法学研究科（法学修士）、スタンフォード
大学大学院（政治学修士）を経て、コロンビア大学にて政治学博士号を取得。1999年から
2017年まで防衛大学校社会科学群公共政策学科講師、准教授。現在コロンビア大学政治
学部准教授（Gerald L. Curtis Associate Professor of Modern Japanese Politics and 
Foreign Policy）として、日本政治、米国の対アジア政策の授業を担当。専門は政軍関係論、
日米関係、日本政治。近著に“Trump’s Gift to Japan: Time for Tokyo to Invest in the 
Liberal Order” Foreign Affairs , September/October 2017”; “The Japanese Diet and 
Defense Policy-making” International Affairs , 94:1, July 2018 などがある。

パネリスト：彦谷 貴子（ひこたに・たかこ）

1967年生まれ。作家。東洋英和女学院高等部卒、成城大学文芸学部卒。婦人雑誌の記者
として活動する一方、翻訳家の祖母、村岡花子の蔵書、資料の管理、研究に従事。L.M.モ
ンゴメリの子孫やプリンス・エドワード島州政府との交流を通して日本とカナダの友好関
係促進に努める。
著書『アンのゆりかご　村岡花子の生涯』（新潮社）は、2014年前期のNHK連続テレビ
小説「花子とアン」の原案となる。その他の編著に、『アンを抱きしめて』（絵：わたせせい
ぞう　ＮＨＫ出版）、『村岡花子と「赤毛のアン」の世界』（河出書房新社）などがある。
2019年7月、作詞家の岩谷時子の評伝小説『ラストダンスは私に　岩谷時子物語』（光文
社）を上梓した。

パネリスト：村岡 恵理（むらおか・えり）

プログラム（開演：15：00／終了：17：00予定）

開　会　挨　拶 学長  池田 明史 15：00 
基　調　講　演 『世界を変える女子教育：Educating Women, Changing the World』
 キャロル・グラック 15:10～15:50
パネルディスカッション 『そして、東洋英和の役割 ～グラック教授とOGが語り合う～』
 キャロル・グラック／彦谷貴子／村岡恵理 16:00～16:30
質　疑　応　答  16:30～16:50
閉　会　挨　拶 高等部長  楠山 眞里子 17：00　　　　　　　

（司会：法人事務局長  西田 哲也）

パネルディスカッション

キャロル・グラック
（コロンビア大学歴史学部教授）

彦谷貴子
（コロンビア大学政治学部准教授／1986年高等部卒）

村岡恵理
（作家／1986年高等部卒）

そして、東洋英和の役割
〜グラック教授とOGが語り合う〜



基 調 講 演 ・ パ ネ ル デ ィ ス カ ッ シ ョ ン
Keynote  speech  & Pane l  d i scuss ion



レ セ プ シ ョ ン
R e c e p t i o n



　今年度、東洋英和女学院は学院創立135周年、大学開学30周年の時を
迎えました。本学院が1884（明治17）年の創設時より一貫して行ってきまし
たのは、キリスト教にもとづく女子教育でした。明治時代、女子教育が立ち
遅れていた日本において、女子のためのミッションスクールが女子の教育の
伸展に果たした役割は非常に大きなものでした。学院を創設したミス・カー
トメルをはじめとするカナダ・メソジスト教会の婦人宣教師たちもまた、東洋
にある自分たちの姉妹である女性のために奉仕することを自らの使命と受け
とめ、日本の地において教育、社会事業に尽力しました。
　時代は移り変わり、現在、「女子校」「女子大学」の意義について問われ
る場面も多 ご々ざいます。そうしたことから、この周年という節目に自分たち
の原点に立ち戻り、改めて東洋英和が女子教育を貫いてきた歴史を振り返ることが必要なのではないかとい
う発案のもと、学院創立135周年 大学開学30周年記念講演会に、コロンビア大学歴史学部教授であられる
キャロル・グラック教授をお招きすることになりました。日本の近現代史をご専門とされるグラック教授の視
点は、ひとつ日本にとどまらず、グローバルな潮流の中で女子教育をとらえるものであり、学院の過去と現在、
ひいては未来を考えていく上での大きな示唆を与えてくださいました。
　キャロル・グラック教授、さらには先生の招聘にご尽力くださった本学院高等部卒業生である彦谷貴子コ
ロンビア大学政治学部准教授、作家の村岡恵理氏への感謝とともに、出来るだけ多くの学院関係者の方々
へ当日の記念講演の内容をお伝えしたく、この記録冊子を刊行いたしました。
今後とも益々の学院へのご支援を賜りますよう心よりお願い申し上げます。

2020年3月
東洋英和女学院 理事長　増渕　稔

　1989年に産声を上げた本学は、開学30周年という節目の年を迎えまし
た。キリスト教のミッション系女子大ですから、学事暦は基本的に西暦を用
いておりますが、本学の歩みは平成という元号の時代にそのまま重なります。
その平成は、一方で18歳人口が減少を続け、他方で大学の数は増え続けた
という、矛盾を孕んだ時代でした。謎を解く鍵は、大学進学率の単線的な
上昇というところにありました。とりわけ、女子の進学先が短期大学から四
年制大学へと変わってきたという事実が大きく影響しています。
　いま、私たちは令和という新しい時代を迎えました。本学が所在する首都
圏においては、女子を含めて進学率の上昇は頭打ちになり、ほぼ横這い状
態となっています。これから大学の淘汰が進むのは不可避だろうと思います。
そうした中で私たちは、東洋英和135年の歴史において直近の30年を担ってきたという自覚に立ち、そこで培
った新たな伝統を確認しつつ、前へと進んでいかなければなりません。変化の激しいこの時代にあってこそ、
変えるべきことを変えるだけの勇気と、変えることのできないものを受け入れる冷静さと、このふたつを識別す
る知恵を希求していきたいものです。

2020年3月
東洋英和女学院大学 学長　池田　明史

御　挨　拶
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【基調講演】

世界を変える女子教育
キャロル・グラック



西田（司会）　それでは、時間ですので始めさせていただきます。皆様、本日はお忙しい中、ご参加を

賜りまして誠にありがとうございます。ただいまより東洋英和女学院創立135周年 大学開学30周年記

念講演会を開催いたします。

　はじめに、本日の特別講師であるキャロル・グラック先生をお迎えいたします。どうぞ皆様、盛大な

拍手でお迎えください。（拍手）

　ここで、本学院の周年記念につきまして祝電を頂戴いたしておりますので、ご披露いたします。文部

科学大臣、萩生田光一様からいただいております。「本日、学校法人東洋英和女学院 創立135周年 

大学開学30周年記念講演会が執り行われますことを心からお喜び申し上げます。増渕稔理事長をは

じめ、歴代の役員、教職員、卒業生並びに関係の皆様のたゆみない御努力に深く敬意を表します。

135年の伝統と実績の上に、我が国のこれからの発展に貢献できる優れた人材が育成されることを期

待しております。学校法人東洋英和女学院のますますの御発展と、御出席の皆様の御健勝をお祈りし

ます。令和元年11月6日　文部科学大臣　萩生田光一」。

　もう一通、ご紹介させていただきます。文部科学副大臣兼内閣府副大臣、亀岡偉民様より頂戴して

おります。「学校法人東洋英和女学院の創立135周年並びに東洋英和女学院大学の30周年を心から

お祝い申し上げます。東洋英和女学院は、明治17年に東洋英和女学校を設立されて以来、キリスト教

の精神のもとに敬神奉仕と国際性に富む女性の育成を実践し、今日まで幾多の有為な人材を世に輩

出してこられました。その歴史と伝統・文化を築き上げた建学の精神に基づく特色ある取組は、貴学

院へ寄せられる新たなる期待となり、今後もますます大きくなるものと考えます。今後とも、増渕稔理事

長、池田明史学長をはじめ、役員、教職員並びに関係の皆様の更なる御研鑽と御尽力により、貴学院

がより一層の充実・発展を遂げられますよう祈念いたしますとともに、私も「東洋英和楓の会」の会員

としてしっかりと支えていきたいと思います。令和元年11月6日　衆議院議員　文部科学省内閣府副

大臣　亀岡偉民」。以上でございます。

　次に、開会の挨拶といたしまして、池田明史学長より、本日の講演会の趣旨とキャロル・グラック先

生のご紹介をさせていただきます。よろしくお願いいたします。

　池田　（英語）キャロル・グラック先生、ご来賓の皆様方、同僚の皆様、そして会場にお集まりのす

べての皆様方、私どもにとっては大変素晴らしい瞬間となりました。東洋英和女学院創立135年、そし

て大学開学30年のよき日を迎えて祝うことができております。そのときに大変著名な学者でいらっしゃ

いますグラック教授をお迎えできることを大変うれしく、また名誉に思っております。先生のお考えを、

お聞かせいただけることをうれしく思っております。グラック先生、本当にありがとうございました。私ど

もの招待をお受けいただき、遠くニューヨークから東京にお運びいただいたことに感謝申し上げ、改め

て御礼申し上げます。

　それでは、よろしければここから日本語に切り替えたいと思います。

（日本語）私どもがここにお招きしたキャロル・グラック先生のプロフィールにつきましては、お手元の

ご案内にあるとおりですので、ここで繰り返すことは避けたいと思います。むしろなぜ日本近現代史を

ご専門とされ、コロンビア大学でグローバル思想委員会の委員長を務めておられるグラック先生にご

【基調講演】キャロル・グラック「世界を変える女子教育」
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登壇を願うことになったのかにつきまして、簡単にご説明をさせていただきます。

　私ども東洋英和女学院は、我が国における近代的女子教育の先駆け的な存在の一つであると自負

しております。私どもは、明治時代になって、文明開化や脱亜入欧の掛け声の下に、欧米に広く浸透し

ていた女子教育のモデルを、急遽、取り入れようと図ったのだと日頃考えがちであります。しかしなが

ら、実際には必ずしもそうではなく、欧米においても、女性に対する近代的教育の必要が声高に叫ば

れ、女子校や女子大学が陸続と創設されたのは、我が国の場合と時代的にそれほど違わなかったよう

なのであります。

　それでは、なぜこの19世紀後半の時代に、近代的女子教育に対する関心が国際的に澎
ほうはい

湃として沸

き起こってきたのでしょうか。そして、それはその後にどのような展開を辿り、現在に至っているのでしょ

うか。また、女子教育の現状や、その抱える課題は、これまでの歴史的プロセスとどういった関係、ある

いは関連があるのでしょうか。これらの疑問を考えることは、そのまま、この東洋英和女学院の未来を

見据えることに直結すると私どもは考えた次第であります。ご自身が女子大学のご出身であることもあ

り、グラック先生のご業績やご経歴は、まさしくこうしたテーマでご講演を賜るには願ってもない存在

であると確信するに至り、グラック先生にぜひともこのご講演をお引き受けいただきたいと申し上げた

次第です。

　もう一つ、グラック先生に行き着いた事情がございます。それは本日のパネルディスカッションにもご

登壇をお願いしている彦谷貴子先生の存在であります。手元資料のご経歴を見ていただければ分かり

ますが、彦谷先生は小学部から高等部まで東洋英和女学院のご出身でありまして、コロンビア大学で

博士号を目指されたときからグラック先生と交流され、現在も同大学で教鞭を執っておられます。彦谷

先生が私どもとグラック先生との間に入って周旋に働いてくださったことが、グラック先生の今回の来

日実現にあずかって大きな力となりました。彦谷先生には、そのお力添えに対しまして改めて深く御礼

申し上げます。

　以上、本日の講演会とパネルの企画のいきさつにつきまして、いささかご説明させていただきました。

これをもって私の挨拶に代えさせていただきます。（拍手）

西田　池田学長、ありがとうございました。それでは、ただいまから基調講演「世界を変える女子教

育：Educating Women, Changing the World」を始めさせていただきます。グラック先生、どうぞよろ

しくお願いいたします。

グラック　グラックと申します。このようにご招聘いただきまして、そしてご紹介いただきましてありがと

うございます。東洋英和女学院に来られて本当にうれしく思っております。私自身も“女子教育の産

物”です。私にとっての母校はアメリカのウェルズリー大学ですが、ここにいる多くの皆様にとりまして

の母校は、東洋英和の幼・小・中・高・大学・大学院になるかと思います。皆様方も私と同じように、女

子教育とはどういうものかということを明確にご理解いただけると思いますし、女子教育がどうあるべき

かということもよくご存じかと思います。

　私はこのテーマをずっと考えてまいりました。つまり、女子教育とはいったい何なのかということです。

9「近代日本における女子教育と東洋英和」



それは「女性の教育」、「女性のための教育」、そして「女性による教育」なのだろうか、と。ある明治時

代の著述家が「男学とは言わないのに、なぜ女学という言い方をするのか」ということを言っています。と

てもいい疑問を投げかけたと思います。そこで、私も問うてみたいと思います。なぜ女子教育なのか。

　これは19世紀から出てきた古くからの質問ですが、それは今日でも意味があるかと思います。そこは

1875年当時と変わらないように思うのです。ちょうどそのころ、ウェルズリー大学が設立されたのです

が、1884年には東洋英和女学校が創立されたということです。それは135年前のことです。ただ、いま言

ったような疑問に対する答えは、長い歴史を通して少しずつ変わってきたと思います。そこで私が今日、

問うてみたいのは、女子教育とは何なのかということがまず一つです。もう一つは、女子教育というもの

がどのように世界を変えるのかということです。

　まず、私がこの調査を始めて驚いたのは、女子教育という意味では、日本、イギリス、フランス、カナ

ダ、アメリカ、中国、韓国等々の国々において、予想以上に非常に共通項が多いということでした。使う

言葉も同じ、女子教育設立の根拠、理由も同じなのです。これには大変驚きました。皆様もびっくりさ

れるかもしれません。つまり、女性の役割、女子教育の役割というものについての定義が同じかたちで

されていたのです。同じような目標を持つと同時に、同じような偏見が各国の女子教育に見られたので

す。つまり、私が「近代日本」という言い方をした場合に理解していただきたいのは、日本に限らず同じ

ことがこうしたすべての国々で言えることだということです。すべての地域で共通であるということなの

です。

　 女性とは何か？女性の定義とは？
　最初に、女性とは何か。女性の定義とは何なのか。まず、そこからスタートしたいと思います。それは

女子教育の定義にもつながるからです。大昔の古代ギリシャ、中国の古代の哲学、そのどちらにおいて

も同じようなかたちで女性を、弱く、感情的で、男性と比べて劣る存在であるというふうに定義していま

した。アリストテレスは、女性は奴隷よりは高い地位にあるが、男性の支配の下にある、自然の生物学

的な理由で男性に劣るからであると言いました。しかし、家族にとっては女性の存在は不可欠であるか

ら、幸せになる可能性もあるとも言っていました。孔子もまた家族は大事であると説いています。そして、

儒学者たちは、父親は息子にとって神であり、夫は妻にとって神であると言いました。道教においては

陰陽という言い方をしますが、陰は女性で、受動的なものであり、陽は男性で、陽動的、積極的なもの

であると言っているのです。そして仏教では、悟りは男性のみのものであると言っています。つまり、女性

は男性に生まれ変わらない限り、悟りは得られないという言い方をしているのです。

　 女性の役割とは？
　こうしてみると、だいたいみんな同じようなことを言っていたわけで、定義として古典的な思想家たち

は、西洋・東洋を問わず、女性は従うものであるということを強調しているのです。女性は父親とか、夫

とか、息子に従うものだということを強調し、女性の役割を家庭や家族に限定しました。例えば、おも

に子どもの教育は女性がするものだと定義しました。
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　 女性に付された「IS」と「OUGHT」
　このように女性は劣るという考え方が普遍的であったことに、皆さんはがっかりされることでしょう。

しかし、ここで考えてみていただきたいのは、古典的な思想家たちは、自分を取り巻く社会を記述して、

それを哲学的な原則であるかのごとく正当化、あるいは昇華したのにすぎない、という点です。

　古代ギリシャでは、男性だけが「市民」と認められていました。だからこそアリストテレスは男女間の

上下関係は自然のものだと述べたのです。初期の仏教においても、男性が社会、僧院の秩序を支配し

ていましたから、女性は生まれ変わったら男性になることを祈るしかなかった。フランスの哲学者ルソ

ーは、このような考え方は、「〜である」と「〜であるべき」を混同していると指摘しました。つまり、現状

において「〜である」からといって、「〜であるべき」とは限らないのです。

　そこが大事な点です。つまり、「IS＝〜である」という現状が変われば、「OUGHT＝〜であるべき」と

いうことも変わり得るということです。ですから、ここで落ち込む必要はないのです。女性は男性に劣る

ものだという昔の考え方を聞いても驚くことはありません。「〜である」と「〜であるべき」については、

また後ほど触れたいと思います。

　なぜ女子教育なのか？
　なぜ女子教育は大事かということですが、これは女性とその役割の定義に依存します。私が申し上げ

たいのは、その定義は歴史の産物であるから、変わり得るということです。
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ここでは近代、明治の日本を中心にして話しますが、二つ、申し上げたいことがあります。

　一つは日本における昔の女性についてです。明治時代以前の女性はどうだったのか。まず、理想化

された女性のイメージというものがありました。例えば父親、夫、息子に対して従順に従うというイメー

ジです。しかし、それが社会的に広まっていたのは江戸時代なのです。これは儒教に基づいた考え方で

あり、武家社会の女性がモデルとなっていたからです。貝原益軒が提唱したとされる『女大学』は、明

治維新以降も女子教育に使われたテキストでありますが、その中で描かれた戦国時代や平安時代の女

性のイメージは歴史とは異なっていました。なぜなら、日本には女帝がいました。神功皇后や、言うまで

もなく天照大神です。

　二つめに、服従的な女性のイメージが広まった江戸時代でさえも、実際の女性の現実は必ずしもこの

ようなイメージとは一致していませんでした。庶民の女性は、畑で働いたり、市井の店で働いたりしてい

たのです。また、家や寺子屋で読み書きを学ぶ女性も少数ながらおり、その数は増えていきました。です

から、昔の哲学者は、「…であること」という現状を言っていたわけでもなく、「こうあるべき」ということだ

けを言っていたのかもしれません。そして、近代の女子教育は江戸時代から脱却していきました。この点

は日本もほかの国 も々共通しているわけで、19世紀というのはそういう類似性があったと言えます。

　さて、なぜ女子教育が大事かということを19世紀の文脈で話したいと思います。この時期、女子教育

が家族のために大事であっただけでなく、国のため、国民のために大事なものになっていったのです。

明治初期、1868年以降、女子教育は国家の重要なテーマになっていきました。母親がいわゆる「少国

民」として子どもを育成する必要が出てきたのです。ですから、男子教育はもちろんですが、女子教育も

国民のために必要とされました。

　さらに女子教育は「国のため」だけでなく、「文明のため」にも重要であると言われました。特に19世紀

は「文明」という言葉がもてはやされた時代です。イサベラ・ブラックモアは「ある国の文明の尺度はその

国の女性の地位で示される」と言っています。ブラックモアは東洋英和女学校の校長を4回務めた人で

すが、彼女はさらに「日本の文明の水準を高めるのは戦艦、商業ではない。純粋で教養があり、キリスト

教を信仰する女性こそが、文明の象徴である」とも言っています。彼女はカナダ出身の女性でした。

　一方、明治時代初期に文明開化を提唱した日本人は、文明イコール西洋文明と理解しており、欧米

化を提唱しましたが、「純粋で教養あるキリスト教を信仰する女性」にはあまり関心がなく、読み書き

ができて、国の建設に役立つということを重視しました。また、一部の人たちは「男尊女卑」という言葉

を拒否し、男女平等のほうがよいと言ったわけです。そこで一夫一婦制を提唱し、内縁の妻とか妾とい

う女性の在り方に反対しました。つまり、イギリスやアメリカの結婚観を導入したからです。

　同時に、1870年代から80年代のエリート層を中心に、キリスト教精神や英語が文明化にとって不可

欠であるという考えが広まりました。これはもちろん東洋英和の思想にもつながるわけです。キリスト教

と英語はモダニティにもつながるわけですが、欧米のキリスト教の学校、日本の東洋英和をはじめとす

るミッションスクールが、日本の女子教育のパイオニアとして大変に大きな役割を果たしたわけです。

　これは日本だけでなく、欧米、北米でもそうでした。私の母校、ウェルズリー大学は東洋英和と同じ

ようにキリスト教の精神に基づいて建学された学校ですが、創立者は「女性の高等教育は、罪、精神
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的な弱さに対するキリストの戦いである」と言っています。これは東洋英和の初代校長であるカートメ

ル先生の「学校教育をもって日本女性に十字架による救いをもたらす」の言葉と通ずるものがありま

す。ウェルズリーと東洋英和は学校のモットーはよく似ています。「Reverence and Service（敬神奉

仕）」が東洋英和のモットーですが、ウェルズリー大学のモットーは“Non ministrari sed 

ministrare”（「奉仕されるのではなく、奉仕するのである」）ということです。要するに、主体的に、奉

仕する立場になりなさいということです。

　東洋英和はずっとキリスト教の学校であり続けました。1899年には文部省の訓令12号によって学校

でキリスト教を教えることを潔しとしない時代がありましたが、東洋英和はクリスチャンの学校であり

続けました。しかし、私の母校のウェルズリーは違いました。私が学生のころには1年間、新約聖書、旧

約聖書の講座がありましたが、その後の1970年代の末からはそういう教育はやめております。

　私が見たところ、日本をはじめ、すべての西欧諸国が、女子教育の本質について同じ考え方を持って

いたわけではありません。日本女子大学は1901年に開校しますが、この学校の創立者の成瀬仁蔵は、

女性にとっての教育の在り方として、西洋化、キリスト教化の両方を批判しています。

　1905年に成瀬はこのように述べています。日本は急いで外国のやり方を取り入れるべきではない、

「ヨーロッパ、アメリカの教育の原則を日本の国土に移植することはできない。日本の国は政治的、社

会的な条件も違うし、日本女性の特性を考えると、ただいたずらにそのまま移植できるものではない」

と言っているのです。この大学の創立者は、西洋の女性の学校というのは、実際は本来男性のための

学校であって、たまたまそこで学ぶ生徒に女性もいるだけだと考えたわけです。

　日本女子大学の創立者は、求められる女性の教育について、「私たちの娘（彼はdaughterという言

葉を使っています）たる者は、人格を高め、美徳を求める社会の有益な一員であるべきである。そして

良妻賢母でなければならない」と説いたわけです。良妻賢母、良き妻、賢い母。ちょっとショックです

が、この言葉はどこでも言われた言葉です。日本語独特の表現かしらと思いますが、そうではありませ

ん。19世紀にはまさに普遍的な言葉で、万国共通でありました。イギリスでも、女性は教育を受けて華

やかであり、謙虚で、そして結婚にふさわしい存在でなければならないと言っています。津田梅子も良き

母を提唱していますし、『女学雑誌』を発刊した巌本善治は「良き妻」、そして「賢い母」と言いなが

ら、そこに「近代的」という形容詞を付けました。

　アメリカの女子大学もむしろ花嫁学校的な存在でした。結婚に備えて教育を受けるというものです。

私のウェルズリーの時代でも、批評家は、ウェルズリーを卒業するに当たっては、Mrs.（ミセス）の学

位を取得するのだなどと言っています。ですから、卒業証書はつまり、夫を得るということと同じだった

わけです。当時の私はとんでもないと思いましたが、しかし、女子校は19世紀に誕生したもので、良妻

賢母という理想からスタートしているわけですから、決して驚くべきことではなかったのです。

　 女子教育の諸相　
　 公立と私立の女子教育
　良妻賢母の教育はどんなものか。公的教育が日本で始まったのは早い時期でした。明治になって、
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いち早く、1872年に日本は初等教育の小学校を義務

化しました。イギリスでは1880年、フランスでは1881年

でした。日本では最初、1886年には3年だったものが、

1907年には義務教育を6年にしました。そして、明治時

代に始まった義務教育の学校は最初から男女共学で

した。過去とはずいぶん違ったかたちのものでしたが、

多くの国よりも日本は先陣を切って共学を進めたので

す。アメリカよりは後発でしたが。1872年には東京女学

校、いわゆる公立の女子中学校が創立され、1889年に

は、すべての県に少なくとも1校、公立の女子中等学校

をつくる法ができました。1874年には東京女子師範学

校が設立されましたから、他国とほぼ同時期に学校が

できているわけです。

　イギリスはどうかというと、1864年には公立の女子中

学校はわずか12校にすぎなかったし、プロシアでは

1872年になって初めて公立中等学校が誕生しました。

さらに日本をふくむ他国では高等学校は別学でした

し、高等教育では女子校と男子校では差があり、女子校は男子校ほどいい学校ではなく、不平等であ

ったということです。

　私立学校は別の歴史を持っています。私立学校の東洋英和やフェリス女学院などは、公立の女子の

学校よりもはるかに進んでいたということが言えます。それは他国の私立の女子校も同様です。

　 女子教育ではどのようなことが教えられていたか？
　女子校では何を教わったかというと、イギリスやアメリカでは、良き妻、賢い母になるために、読み書

きを学び、数学を学び、家庭科、家政学、いわゆるホームエコノミクスを学びました。さらにお裁縫は

大事とされていました。明治時代、皇后陛下がそれを推奨されたということでした。ウェルズリーでも、

体育がとても重要な科目でした。姿勢をはじめ、きちんと振る舞うということが大事とされました。日本

でも、体育など、身体的な育成というものも重視されました。一方で、化学、政治、経済などはあまり教

えられませんでした。女性たる者は公のことに関わるものではない。外の社会で職を得ることを目的と

せず、もっぱら蚕を育て、織物を織りなさいと言われました。これは日本独特のことかと思われるでしょ

うが、違うのです。中国古代の『詩経』にも養蚕について言われているのです。

　また、道徳教育も重要でした。東洋英和、ウェルズリーの場合は寄宿学校であったということもあ

り、寄宿生活を続けることによって、いろいろ学ぶことができたわけです。日 、々奉仕をすることを学び、

謙虚であることも学びました。そして東洋英和もウェルズリーも、どちらの教育者もぜいたくを諫めまし

た。それは罪であるということとし、無分別に小説を読むということも良しとしませんでした。女性が犯
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し得る罪としていろいろなものが挙げられ、そういう罪を犯すなという警告がいろいろなかたちでされた

わけです。

　明治も後半になると、女子学生は制服を着るようになりました。一般の人からは西洋かぶれをしてい

るとか、ハイカラすぎる、流行好きで、生意気である、というふうに批判されたものです。世界のいろい

ろな国を調査しましたが、そもそも女性の素質そのものが学問に向いていないのだと言われていまし

た。学問は女性が出産し、母親になることを阻害するものであると言われました。

　また、女性は情緒的で、感情に弱いことから、学者として研究をしようとしても、それがストレスとなっ

て若死するとか、女性が勉強しすぎると子どもも産めなくなる、勉強しすぎるとどうであるとか、あくまで

も家庭における女性の役割が強調されたのです。だんだんと時を経るにつれて、女性のカリキュラムも

男性と同じようなものになってきました。しかし、今なお、アメリカでも日本でも、工学、技術、化学の場

で活躍する女性の数は男性に比べてまだ少ないわけです。

　どのような女性たちが教育を受けていたのか？
　では、最初はどのような女性が学校教育を受けていたのかというと、イギリスでは貴族層、アメリカ

ではアッパーミドルクラスの子女で、日本では士族とか、あるいはアッパーミドルクラスのエリート層の

子女でありました。面白いことに、明治時代、若い女性が教育を受けたとき、教育を薦めた人は母親で

はなく、父親や祖父でした。

　ウェルズリー大学の創立者は「Calicoガールズ」、「Velvetガールズ」の両方を教育したいのだと言

いました。補足いたしますと、Calicoとはキャラコ綿のことで、安い素材を意味しており、貧しい家庭の

子どもが着ていたものです。Velvetはビロードのことで、お金持ちが着ていた布地です。つまり、Calicoと

Velvetという言葉を使うことによって、「すべての人々に教育を」というのが建学の精神であったわけで

すが、実情は、長い間、ウェルズリー大学の学生の大半はベルベット族であったのです。いわゆる中産

階級の子女だったわけですが、奨学制度が普及し、戦後になると、アメリカでの女子大学の状況はだ

んだん変わってきました。

　イギリスの労働者階級の子どもたちは、基本的な読み書きと裁縫を学べれば、それだけでも幸せで

あったということで、働く女性たちが片手間に子どもたちを教育するインフォーマルな「dame school」、

日本の塾のようなものですが、そういうところで学びました。

　明治時代、日本では製糸工場、繊維工場などでは女工がたくさん働いていたわけで、夜間に勉強す

ればよいと言われていましたが、実際に勉強の機会を与えた工場はわずかでした。例えば、富岡製糸

工場などがそうでしたが。しかし、たとえそういう講座があったとしても、12時間も働いた後は勉強どこ

ろではありませんでした。また、農村の子どもたちは小学校の教育も不十分で、小学校があったとして

も、男子に比べて就学率も低いし、出席率も良くなかったようです。もちろん、そこには地域的な格差も

あったと思われます。

　一般庶民の子どもはどうであったか。平民、ローワークラスの子女はどうであったか。どのクラスに属

するか、どういう人種であるか、どこに住んでいるかということが、女性の教育にとっては、男性の教育よ
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りも大きな違いをもたらしたということが言えます。日本よりも、英米では特にそれが顕著でした。しか

し、20世紀になると、その状況は徐々に変わって、女子教育が広く普及してきます。第二次世界大戦

後、先進国では、女性への高等教育が盛んになりました。

　 女性たちはどう変わったか：「IS」の変化
　19世紀に近代的な女子教育が始まって以来、女性の立場、そして女子教育にも多くの制約があった

にもかかわらず、社会、そして女性の役割について大きな変化が起こりました。そのいくつかをご紹介し

たいと思います。

　「女学」と「女権」
　まず一つめは、「女子教育」と「女性の権利」、いわゆる「女学」と「女権」でありますが、この二つの

つながりは明治の初めから実現しました。つまり、女性は女性の権利のために公の活動を始めたわけ

です。例えば自由民権運動においても、1870〜80年代にはそれが提唱されました。演説をする女性も

現れました。最も有名な人は岸田俊子です。彼女は、日本は女性を「函
はこいりむすめ

入娘」にしてしまっていると批

判しました。それが1883年の彼女の有名な演説です。

　また、市民団体も活躍しました。中産階級を主とした東京婦人矯風会などがその例です。これは

1886年に設立された団体ですが、ここのメンバーはアルコール乱用、公娼制度について反対し、家父

長制の道徳改革の範囲における女性の権利の問題を指摘しました。第一波のフェミニズムの運動は

1900年以後、何十年もたってから起こりましたが、青鞜社の運動です。あるいは新婦人協会というもの

もあります。これは1919年に設立されて、平塚らいてう、市川房枝、奥むめおなどが主導的に女性の権

利のために公で戦いました。そのほかにもいろいろな運動がありました。つまり、ここでは「女権」と「女

学」が完全につながっていたわけです。

　19世紀末までの近代の日本やアメリカ、ヨーロッパにおいて、良妻賢母という理想的な考え方、イデ

オロギーは、分離された領域として「公の領域」と「私的な領域」とを分けようとしたのです。女性を

「私的な領域」である「家庭」に閉じ込め、女性が「公の領域」に出ることを止めようとしました。政治

的、社会的に公の活動をさせないようなかたちにするため、分離された領域がつくられたわけです。こ

れはむしろブルジョワ的な近代における産物として、19世紀にアメリカやヨーロッパで生まれたもので、

生物学的なものでも、先天的なものでもありません。日本の明治の女性もその例外ではありませんでし

た。「私的な領域」である「家」が女性たちの領域とされたわけです。

　古代中国の古典からとったことわざに「雌
めんどり

鳥歌えば家滅ぶ」というのがあります。まさに女性が公に

声を上げれば家が滅ぶということですが、女性は公の場での活動をすることを学び、発言もするように

なっていきました。そして、同時にほかのことも学びました。「家庭」という「私的な領域」を活用しなが

ら、自分たちの立場を「公の領域」でも語るようになったのです。明治時代以降、女性は家庭における

自分の役割を生かし、温かい家庭づくりに努め、そこでの仕事を自分の役割のために活用したので

す。
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　1890年代からの日本の多くの女性雑誌を見ていただくと分かりますが、女性自らが家庭内での活動

や義務を果たすことで、公の役割を担うのだ、ということを提唱してきました。例えば国のほうでも、公

衆衛生を促進するために、その衛生の仕事を、家庭にある女性に任せたのです。明治時代の女性は、

それを自らの仕事として受け入れ、責任として受け止め、それが社会のためになると考えました。1894〜

5年の日清戦争の時代ですが、公衆衛生を推進することで、家庭というものが戦場に匹敵する場となっ

たわけです。女性は自分たちも国のために尽くしているのだということを言いました。イギリスのビクトリ

ア女王について明治時代の批評家が「つまるところ彼女は国母である」と言っていますが、「私的」な

場における女性の責任を「公的」な奉仕に結び付けました。

　そして大正時代に女性活動家は、母性というものを使って女性のために法的前進を図ろうとしまし

た。つまり母性保護論争であります。その中で母親を国は守るべきだということを要求しました。つま

り、母は職場において国によって保護されるべきであることを提唱したのです。そして、母性や結婚、家

族というものを女性の権利獲得の促進に使ったのです。平塚らいてうもそうですが、教育を使って結婚

における女性の権利を伸展させようとしました。つまり女性たちは、私的な家庭の中から公に影響を与

えようとする一方で、民法の規定を変えることを提唱し公における状況を改善することによって家庭の

かたちも改善しようとしたのです。

　 女性と政治
　ただ、「公的な領域」である政治の世界に

おいては、女性はより難しい課題に直面した

と思われます。これはどの国にも共通の問題

ではないでしょうか。近代社会において、女性

というものは現実的にも、形式的にも、法律的

にも権利はなく、政治活動が禁止されていた

という事情もあります。そこで、まずは市民社

会への参画から始めようとしたわけで、そのほ

うが正式に政治に参加するよりも、まだ容易

な一歩でありました。公職に就くということや、

選挙権を持つということよりも、まずは市民社

会での活動に参加したわけです。

　1890年には日本の「集会及政社法」により

女性の政治活動が禁止され、1922年にこの

法律は改正されましたが、そのころでも正式に

政党に参加することは、女性には禁止されて

いたのです。1920年以降に婦人参政権運動は

高まり、それは終戦まで続きました。市川房枝
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などが主導したわけですが、この婦人参政権

運動は大胆なことを主張しました。つまり、彼

女らの責任として、皇紀2600年（1940年）ま

で続いたこの国の慣習を打ち破るべきだと主

張したのです。

　女性は50年にもわたって明治の初めから

公立学校に通っており、女性の高等教育の

機会も拡大しているのだから、女性の参政権

を拒否するのは不当だと言いました。しかし、

実際に日本の女性が参政権を得たのは1947

年の新憲法の下でした。それは、確かに一部

はマッカーサー連合国軍総司令官のおかげ

かもしれませんが、もう一つ大事なことは、日

本の女性が戦前から粘り強く公の活動を続

けたおかげだと思うのです。

　女性の参政権獲得の実現がもっと遅かっ

た国はたくさんあります。スイスの女性が参

政権を得たのは何と1971年のことです。確か

にOECDの先進国と比較して、日本では政治の世界での女性議員の数は少ないかと思います。これは

女性の努力が足りなかったからではないと私は思います。

　 女性の主体性と人間性の獲得
　しかし、社会的な活動、政治的な活動のほかにもっと重要なことがあるかと思います。それが物事の

変革につながりました。それは何かというと、近代女子教育です。東洋英和とか、ウェルズリー大学と

か、女子学校が19世紀に設立されましたが、そこで重視したのは女性を一人の人間として、個人として

育成するということです。

　大正の時代、日本では「教養」ということが重視されました。つまり、これは道徳、知的な教育を啓

蒙しようということであり、その中で社会への奉仕ということも強調されました。つまり、女性を人として

見るということであり、それは女性のエンパワーメントにつながりました。女性が自分で意思決定をし、

行動し、責任を担うというエンパワーメントです。このプロセスにおいて、教育を受けた女性は個人とし

て社会的な力となりました。それはまさに昔のイメージとは違います。キリスト教の女性の高貴なイメー

ジとか、箱入り娘とか、良妻賢母とか、そういうものとも違う新しいイメージです。

　ただ、私が認識しているのは、このようなインパクトは測定しにくいものだということです。女性を一人

の人間として見るということは、選挙で何票得たとか、当選したとか、そういうものと比べると評価しにく

いと思うのです。しかし、これが最も重要な変化だと思います。女子教育がもたらしたメリットはここに
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あるわけです。女性の中に独立した人間性が確立されたことが一番大事なことだと思うのです。

　 労働者、消費者としての女性たち
　もう一つ、現状を変えた要因は何かと言いますと、それは、教育を受けたか否かは別として、女性が

家から出て仕事をするようになったこと、賃金労働者になったことです。明治の時代にも労働はしていま

した。農家では畑でも働いているし、商店で働く人もいました。しかし、彼女らは、賃金はもらっていな

かった。つまりサラリーはもらえなかったのです。それが明治以降になって、初めて女性がお金を自ら稼

げるようになりました。ただし、賃金は家族に渡していたようです。

　日本における女性の仕事には性差がありました。明治時代の繊維工場に見られるような女工などが

そうです。それも近年になると、半導体工場のような熟練を要する仕事をする女性も台頭してきました。

明治時代は、古典的な女性の職業として教師があり、看護師も女性の仕事でした。それが大正になる

と、いわゆる職業婦人が生まれてきました。

　そのほか、新しい職業として、電話交換手、カフェのウェイトレス、バスの車掌、エレベーターガー

ル、デパートの店員といった職業が生まれました。2018年、日本の女性の半数以上が就業しているとい

う数字が出ました。これは50年ぶりに達成された数字ですが、それでもまだ職種には性差が見られま

す。ホスピタリティ系のもの、食事サービス、看護師などの仕事が女性の仕事のおもなものです。

　こうして女性も働き手になりましたが、1900年代になると、消費者としても経済社会において重要な

存在になりました。ファッション、化粧品、ミシンなどの宣伝広告はみんな女性に向けたものでした。そ

のほか、家庭で使う道具、あるいは百科事典などもそうです。あるいは高級な勉強机があれば子どもの

教育がさらに進むということで、購買につながったと思います。これらはみんな女性を意識して売られて

いたわけです。戦前は家長制度が一般的であったわけですが、そのような中においても、実は財布を握

っていたのは妻であったということで、消費者として購買判断をするのは妻のほうであったということ

で、大変重要な存在でしたし、戦後ももちろんそうです。

　社会への貢献、政治的活動、個人としての力をつけること、経済、生産、消費、いろいろな側面につ

いての話をしてきましたが、そういうところで彼女たちは自らの生き方を変えてきました。「IS＝〜であ

る」現状を変えたのです。そして同時に、それを変えようとする要求もしました。そして「「OUGHT＝〜

であるべき」も変えようとしてきました。そういう意味で実生活、現実において、教育を受けた女性は社

会を大きく変えてきたと言えるでしょう。

　 何が世界を変えるのか？　一人ひとりの女性たちの力
　そこで、こういう問いかけをします。何が世界を変えるのか。どのように世界を変えるのか。一人ひとり

の女性の力が世界を変えるのだと私は思います。一人ひとりの女性の力を考慮に入れなければいけな

いと思います。フェミニズム運動には三つの波があり変化を生み出しました。20世紀初頭のフェミニズ

ム、1970年代のフェミニズム、1990年代のフェミニズムです。すべてのフェミニストが女性であったわけ

でもないし、すべての女性がフェミニストであったわけでもありませんが、多くを成し遂げた素晴らしい
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女性たちはたくさんいます。東洋英和には村岡花子や柳原白蓮といった素晴らしい卒業生がいます。

ウェルズリー大学にもヒラリー・クリントンやマデレーン・オルブライトなど、素晴らしい卒業生がいま

す。

　しかし、これは私見ではありますが、一番大きな変化はごく普通の女性が教育を受けたこと、ごく普

通の女性に教育の機会が与えられたという包摂性にあったと私は思います。教育を受ける女性の数が

増えれば増えるほど、エンパワーメントが進みますし、人間として、個人としての力を得ることができ、自

ら考え、自ら決定し、行動することができる。そうなれば世界は変わります。

　ごく普通の女の子、先ほど言及した「Calicoガールズ」をふくめたたくさんの普通の女性一人ひとり

が、実は世界を大きく変えてきたのだということを申し上げたいのです。多くの女性は、人間であるこ

と、参加することを学びました。自ら主体性を持つことを学びました。そして、そういう力を持った一人ひ

とりの女性が世界を変えてきたと私は思います。その意味で、近年、教育を受ける女性が増えているこ

とは非常に心強いです。

　2009年の段階で、2人に1人以上の割合で、四年制の大学に日本の女性が進学しています。これは

カナダと同じです。2016年のアメリカは、大学進学者は男性よりも女性のほうが多いと言われていま

す。また、高等教育の学位取得者の50％以上は女性だということです。特に先進国においては、高等

教育を学ぶ学生は女性のほうが男性より多いと言われています。男子校、女子校と言われる別学の場

合はどうなっているでしょうか。そこにはより複雑な構図があります。東洋英和、ウェルズリー大学は女

子大学です。アメリカでは、かつてたくさんの女子校がありました。1960年には281校の女子大学があ
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りましたが、今や全482校のカレッジ中女子大学は34校だけです。

　私の母校、ウェルズリーで1970年代にある調査をしました。ウェルズリーも男女共学にすべきか？と

いうアンケートをとったのですが、結果、女子大学であり続けるという決定をしました。当時、私はこれ

に大反対いたしましたが、今、振り返ってみると、それは正しい決定であったと思います。東洋英和で学

ばれた皆様方、そこで働かれている皆様方にとって、21世紀における女子教育の力はとても重要だと思

いますし、皆様も納得されていると思います。

　 世界における女子教育の動向
　もう一つ、心強いニュースがあります。世界で教育を受けた女性たちが大躍進をしているということ

です。世界の女性の89％は少なくとも基礎教育は受けています。途上国ではまだ少ないかもしれません

が、1970年代の段階では小中教育を合わせてもわずか39％しか女子教育を受けていなかったのが、

今はほとんどの人が小学校の教育を受けていることは大変な伸展です。途上国において、男性を教育

することは1人の人間を教育することに留まりますが、女性を教育すると国全体を教育することになると

言われます。

　女性の教育というのは、開発に当たって魔法の定数だと言われております。ノーベル経済学賞を受

賞したインドのアマルティア・セン博士は、途上国にとって女性を教育することが一番大事なゴールで

あると言っています。つまり、女性を教育すると、その女性が家族に影響を与え、人口増加を抑制するこ

とや子どもの死亡率を下げることにもつながるだろうし、その国の社会的資本に貢献することができる

からだというのです。女性の女性性、女性の主体性、女性が物事を決める能力を高く評価し、期待を

していらっしゃるわけです。女性が学校教育を受けることが、経済的、社会的な発展の上で大変大きな

影響力を与えることになると言っています。

　しかし、それでも、6000万人の子女がまだ学校に行っていません。難民キャンプには何十万人の人々

がいますが、そこには学校すらないのです。国連のSDGs（持続可能な開発目標）は、2030年に向けて

達成するゴールとして17の目標を掲げていますが、第4のゴールとして、すべての人に包括的、公正な質

の高い教育を授けることを挙げ、第5のゴールとして、ジェンダー平等を実現し、すべての女性及び女児

の能力を強化するということをうたっており、特に学校で女性が教育を受けることを強調しています。

　このような大いなる前進がありましたが、世界に広く教育を普及させるという道のりはまだ遠いと思い

ます。しかし、女性の教育を普及することが世界を変えてきたことは確かで、ジンバブエからバングラデ

シュまでたくさんの実例があります。女性の教育が世界を変えることは事実なのです。

　 今日における女性たち　女性は、まさに、女性である
　それでは、われわれ女性は今日において、どのように位置づけられるのでしょう。われわれは女性で

す。妻として、母として存在します。それは何も悪いことではありません。むしろ大いに喜ばしいことであ

るし、祝うべきことだろうと思います。ただ、家族の在り方、家族内の力学は変わってきました。まだ十

分ではありませんが、男性も家事をするようになりました。子育てでも、家事でも、男性も女性と一緒に
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働くようになりました。

　以前よりも多くの女性が賃金を得る働き手となりました。給与の稼ぎ手としてもどんどん増えていま

す。そして市民権を得て、選挙で一票を投じます。政府の要職を占める女性もたくさん出てきました。女

性の大統領もいます。個人として、人として権利を与えられました。法、あるいは慣習によって制限され

たとしても、力を得てきました。

　 そして、女性はまだ不平等におかれているけれども…
　しかし、それでもまだ必ずしも平等ではない。イコールではないのです。どんな社会でもそうです。イン

ド、中国の家庭では、まだ女の子よりも男の子が生まれることを望みます。そして、その産み分けのため

に人工中絶をすることもあります。世界中の子ども、女性は人身売買の対象でもあるし、DVの対象でも

あります。さらに先進国でも所得格差はまだ見られます。同じ仕事をしながらアメリカでは、女性の賃金

は男性の賃金の70〜80％にとどまっていると言われています。

　世界経済フォーラム2018年の男女平等ランキングで、日本は何位だと思いますか。世界149か国中

110位です。なぜ日本がそんなに低いのか。政治の世界、あるいは管理職に就く女性の数が低いからで

す。これから見てもまだ女性は平等ではないと言えます。男性・女性のヒエラルキーがいまだにあるの

か。イギリスの哲学者ジョン・スチュアート・ミルの夫人であるハリエット・テイラー・ミルは、1851年に

女性参政権についての記事を書きましたが、その中で彼女は、ヒエラルキーがある理由は「男性がそれ

を好むからだ」と言っています。男性は自分のために生きるが、女性は男性のために生きると考えている

男性が多いからヒエラルキーは存在するのだということです。

　男性は嫌うかもしれませんが、現代の女性は「IS＝〜である」という現状を変えています。そして、

「OUGHT＝〜であるべき」ということについても、女性は考えをめぐらしてどんどん前進しています。女

性も、そして男性もまた「〜である」こと、「〜であるべき」ことの両方を変えることができると思います。

心理学者のフロイトがかつてこんなことを言いました。「女性は何を求めているのだろうか」。フロイト

は30年間、これを一生懸命研究して、女性の魂を理解しようとしたが理解できなかったと言われます。

しかし、東洋英和、そして我が母校ウェルズリー大学で学んだ女性、世界中の教育を受けた女性はそ

の答えを持っていると思います。フロイトは分からなかったかもしれないけれども、女性が何を求めてい

るかの答えを持っているはずです。

　そこで女性のための教育を受けられた皆様、女性の教育を支持する男性の皆様にお聞きしましょ

う。あなた方が求めているものは何でしょうか。そのことについて考えていただきたいのです。あなた方

の希望は、今の状態、「IS＝〜である」をどのように変えるか、さらには「OUGHT＝〜であるべき」もど

のように変えるか、ということだと思います。それこそがわれわれの仕事です。135年前の建学のときと何

ら変わりません。それがわれわれの仕事ですから、真剣に取り組みましょう。女子教育が世界を変える

のですから、そのために皆で頑張りましょう。ありがとうございました。（拍手）

西田　グラック先生、素晴らしいご講演をどうもありがとうございました。
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【パネルディスカッション】

そして、東洋英和の役割
〜グラック教授とOGが語り合う〜

キャロル・グラック
彦谷 貴子
村岡 恵理



西田　これからパネルディスカッションを始めます。「そして、東洋英和の役割―グラック教授とOGが

語り合う」と題しまして、引き続きキャロル・グラック、コロンビア大学歴史学部教授にご登壇いただき

ます。そして、彦谷貴子コロンビア大学政治学部准教授です。彦谷先生は本学院高等部を1986年にご

卒業されております。さらには作家の村岡恵理さんです。村岡さんは彦谷先生と同級生で、同じく1986

年に高等部をご卒業されています。このお二方にもご登壇いただきまして、基調講演を受けての討議を

進めていただきます。それでは、皆様、よろしくお願いいたします。

彦谷　それでは、パネルディスカッションを始めさせていただきます。ただいまご紹介いただきました彦

谷貴子と申します。1986年に高等部を卒業いたしまして、その後、OGとして東洋英和のことを考え、関

わってまいりました。私も村岡さんも今日ご臨席の皆様とは異なり、教育については素人なのですが、今

日はOGとして参加していいということですので、このようなかたちでパネリストを務めさせていただくこと

になりました。よろしくお願いいたします。

　私と村岡さんはちょうど100周年のときに高校2年生でした。それから35年もたってしまったということ

は、信じ難いというか、計算したくない心境になっておりますが、宣教師の先生方のロジャース先生、ブ

ラウン先生が英語で教えていらっしゃったなど、ちょっと古い英和も知っているかもしれません。村岡さ

んは東洋英和が3代目で、私も母が英和なので2代目ということで、さらに古い話も知っているほうかも

しれません。

　ただ、英和にいるころは、英和生でいることが楽しいばかりで、将来のことを考えるだけで、なかなか

歴史について振り返る機会がなかったのですが、私たちの同級生の誇りである村岡さんがご自身のお

祖母様である村岡花子さんの評伝である『アンのゆりかご』を執筆してくださり、かつそれがNHK連

続テレビ小説のテレビドラマ「花子とアン」になったことにより、英和の歴史について、より多く知ること

ができました。

　今日のグラック先生のお話は、私たちの学校では、当時の日本の良妻賢母教育とは少し違うことを

やっていたかもしれないけれども、それでも良妻賢母教育は日本だけのことだと思っていたのが、実は

同時代的に世界で起きていた現象の一部であったということで、そこが非常に興味深いところだと思い

ました。

　そこで、村岡さんには、お祖母様の在校生の時代のことを書かれたり、調べたりした中で知ることに

なった東洋英和のこととか、特にグラック先生のお話を聞いてどういうことをお感じになったかについ

て、まずお聞きしたいと思います。

村岡　皆様、ごきげんよう。グラック先生、素晴らしいお話をどうもありがとうございました。女子校育

ちの私たちとしては、とても勇気づけられたお話でした。先生のお話をうかがって、私自身も歴史を知

る意義というものを改めて感じました。彦谷さんもおっしゃっていましたが、在学中の十代のころという

のは、今を生きることで精いっぱいで、今と将来に向かってのびのびと毎日を過ごさせていただいていま

した。毎朝の礼拝で大講堂に座って、「敬神奉仕」と書いてある建学の精神をいつも目にしていたの

ですが、学校の歴史を振り返るということはあまりしていなかったのです。

　私自身、学校を卒業して10年以上過ぎて、祖母村岡花子の生涯を1冊の本にまとめようと思ったとき
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に、花子の生きた近代史をもっと知らなければいけないと思い、近代史をもう一度深く学ぶことをした

わけです。あの激動の時代を強く、理想を持ち続けて生きられた、その支えになったものは何かと探っ

ていったときに、祖母たちの世代にとっては、東洋英和で受けた教育というものが非常に大きかったの

ではないかと思いました。特に東洋英和はカナダのミショナリー創設の学校であったので、北米、カナ

ダから来た婦人宣教師の先生たちの教育というものが大きかったと思うのです。私も、こんな素晴らし

い学校にいたのかということを、むしろ卒業してから知った感じです。

　そして、毎日見てきた「敬神奉仕」という字が、日本の近代化、女子教育、幼児教育、あるいは出版

に大きな功績を残したカナダの婦人宣教師の方々の精神を言語化したものであり、その精神に実は毎

日の礼拝時に触れていたのだなということを後から知ったわけです。今日の先生のお話を聞いて、改め

て歴史を知るということが未来につながるのだということ、大事なものを守り、新たに改革していく上で

も、歴史を知らなければいけないことを改めて感じました。そして、先生の母校であるウェルズリーと東

洋英和がよく似た建学の精神を持っていることも、大変うれしいことでした。

　今日はご来賓の方もいらっしゃいますし、近代史の専門家である先生にぜひ見ていただきたい「敬

神」「奉仕」の字ですが、実はこれそのものが近代史だと思うのです。「敬神奉仕」が制定されたのは

昭和の初期だということですが、昭和9年にこれを書いてくださったのが二・二六事件で暗殺される齋
さい

藤
とう

實
まこと

さんなのです。齋藤實さんの奥様である齋藤春子さんが東洋英和の創設間もないころの卒業生

であったご縁で、この揮毫をいただいたということです。

　齋藤實さんはリベラル派というか、穏健派でしたが、内大臣をなさっていたときに二・二六事件が昭

和11年に起こるわけです。襲撃を受けた際に、青年将校たちに向かって「殺すなら私を先に撃ちなさ
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い」と言ってご主人の齋藤實さんをかばっ

たのが、私たちの大先輩に当たる齋藤春

子さんでした。

　この二・二六事件の翌年に日本と中国の

戦争が始まり、第二次世界大戦へとどんど

ん泥沼化していくわけですが、戦争中の東

洋英和は、ほかの学校と同じように日の丸

を掲げ、御真影も掲げなければいけなかっ

たのですが、その間でもこの「敬神奉仕」

の学校標語が降ろされることはなかったそ

うです。そういう時代を生き抜いたというこ

とで、この大講堂の中にも近代史、歴史が

存在しているということを私も改めて感じて

います。

彦谷　次に、グラック先生におうかがいし

たいと思います。先ほど、池田学長にご紹

介いただきましたが、大変光栄なことに、

今、グラック先生の研究室の向かいの研

究室で私は勤務しています。今回、この件

でお願いする際にも、近代日本の女子教育

というテーマでお願いしたいと申し上げ、東洋英和に関する資料をいくつかお持ちして、お読みいただ

いた結果、先ほども講演の中で触れていただき、とてもありがたいと思います。

　また、今日のご講演だけではなく、昨日、高3の日本史の授業を講義していただきましたが、これは講

義というよりも対話方式で、生徒たちに、戦争についてどういう印象を持っているか、あるいは戦争や

歴史について知る上で、ほかの国はどのような状況に置かれていたのか、例えば、ほかの国は第二次世

界大戦についてどういう印象を持っているのかということの重要性、また、自分がどのような経緯で、あ

る歴史的な事象についてのイメージを持つようになったかについて、よりはっきりとした意識を持つこと

の大切さを教えていただきました。そして、より広く好奇心を持ち、自分の意見をしっかり言うこと、人の

話、友達の意見をよく聞くことの重要性についてお話しいただいたことも、大変ありがたいことだと思っ

ております。最初、英和生がシーンとなってしまうのではないかと心配していたのですが、非常に活気の

ある議論となり、この点も大変うれしく思っております。

　そういうわけで、いろいろなことをグラック先生にお願いしまして、ずいぶん東洋英和は人使いが荒い

と思っていらっしゃるかもしれませんが、さらについでにうかがいたいことがあります。今回のご講演の

準備をされる中で、英和の歴史を考えますと、特にカナダの宣教師の方の存在など、いくつか特徴があ

ると思うのですが、何が一番印象に残られたでしょうか。また、昨日の生徒との交流も含め、今までのと
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ころ、東洋英和はどういう学校と思っていらっしゃるかについてうかがいたいと思います。

　グラック　素晴らしいご質問をいただきました。私たちは二つのことをやっていると思います。まず、

学校の長い伝統を尊び、強調するということです。明治のころ創設の東洋英和が戦争の暗黒の時代も

ちゃんと存続して生き延びてきたということ。それからもう一つ、先祖、あるいは先人と現在のわれわれ

とは違うのだと思いがちですが、昨日会った女子生徒たちはみんな生き生きとして明るい高校生でし

た。好奇心に満ちあふれていて、目が輝いていました。そしていろいろな力を持っていて、19世紀のご

先祖と同じようなものを持っている。そこは共通点があると思いました。

　ただ、一方で大きく違ってもいました。まず、今の彼女たちは昔と比べて住む世界が違います。それか

ら、何と言ったらいいか分かりませんが、より力を抜いたかたちで、安心してこの世界の中にある感じで

す。easeと言うのでしょうか、力を張っていないように見えました。彼女たちがそれぞれの意見を持って

いることに心打たれました。日本の歴史で関心を持っている事象についてたずねてみると回答は実に

様 で々した。面白い発言も多く、持統天皇に興味を持っていたりしました。

　ここが大きく違うなと思った点は、ウェルズリーでも同じですが、今、若い女性として東洋英和で教

育を受けているということは、いろいろな

パワーを与えられているということです。

エンパワーメントが昔よりも高められてい

る。社会も違いますし、同時に若い女性

そのものが違うからです。だから、同じだ

という面と、全然違うという面と両方の

気持ちを持ちました。しかし、それは両方

ともいいことだろうと思います。伝統は大

事だし、変化したものを知ることも大事

です。130年も経つといろいろなことが変

わりますし、それは当然のことなのです。

そんな気持ちを持ちました。

彦谷　村岡さんにうかがいたいのです

が、私も村岡さんも東洋英和しか知らな

いので、ほかの学校と比べ、どうというこ

とは言えませんけれども、中高時代、女

子校の東洋英和でよかったとどんな点で

感じられるでしょうか。

村岡　よく言われることかもしれません

が、まずジェンダーバイアスというものか

ら解放されていることは大きなことだと

思います。中高時代、10代から20代にか



けては心身共に一番変化する時期だと思います。逆に自分自身の性についても非常に強く感じるとき

なのですが、その時期に読んだ本、あるいは見たもの、感じたこと、あるいは体験したことというのが、

おそらくその人の生涯を決めるというか、血となり肉となり骨となる気がします。

　祖母の生涯を書いてみても思いましたし、新刊で本を出したばかりですが、そこで取り上げた人物

〔岩谷時子〕も女性で、その人の生涯を追う中で、10代に感じたこと、経験したことが、ほとんどその人

の何かを決定づけると言っても過言ではないぐらい、大事なときなのだと思います。

　そのときに、特に女性の場合、共学で男女一緒にいたら、女の子らしくしなければいけないとか、こ

れは男の子がやることだからというので譲ってしまうことがあるのでしょうが、女子校の場合はそんなこ

ともなく、すべて女性がやらなければいけないわけで、挑戦もできた。その経験というものが後にすごく

大きなものになるのではないかという気がします。

　ついこのあいだ、この学校の文化祭があり、私も久しぶりに見ました。もともとこの学校はステージ系

のミュージカルや英語劇や演劇のクラブが盛んで、EDC（English Drama Club）の子たちが「レ・ミ

ゼラブル」をやっていたのです。もし共学だったら、ジャン・バルジャンやマリウスや警部の役は男の子

が演じて、女子はコゼットか、フォンティーヌを演じると思うのですが、もちろん女子校なのでジャン・バ

ルジャンも、演出もすべて女の子がやるわけです。その姿を見ながら、10代という時期に、あの「レ・ミゼ

ラブル」という壮大な物語、愛する人を守るために戦っていった人の物語を女の子たちがやっている。そ

して、みんなで「民衆の歌」を歌っている姿を見て、私は号泣してしまったのですが、これは女子校なら

ではの姿だったと思うのです。

　これが彼女たちの将来、何になるかは分かりません。みんながバリバリ働くワーキング・ウーマンにな

るかどうかも分からないし、ある人はいいお母さんになるのかもしれませんが、でも、きっと何かになるだ

ろう、きっと自分の人生を自分の意思で選択していく人になるのではないかと思います。そういう経験を

男の子に遠慮することなくできることが、この女子校で学ぶことの素晴らしさではないかと思いまし

た。

彦谷　私自身、英和で学ぶことにより、女性だからこれができないということを言われたことがないの

か、私が鈍感なのか、そのように感じたことが全くないのは、ある意味とても幸せなことで、今、やってい

ることができるのも、そういう教育のおかげではないかと思います。

　では、ここから質疑に入りたいと思います。質問のある方は挙手をお願いします。

池田　学長の池田でございます。私は女子校に通ったことがないので（笑）、女子校のメリットは分か

らないわけですが、最初にここでご紹介申し上げたときにお話ししたのですが、要するに、私どもが近

代化して、追いつけ追い越せで焦って欧米のモデルを大急ぎで取り入れたという経緯では、どうもなさ

そうだということです。ちょうどこの時代にあちこちで女性に対する近代教育の必要が叫ばれ、その結

果、ほぼ同時期にあっちでもこっちでも女子教育の場が開設されたということのようです。これは19世

紀後半ですから、当然ながらいわゆる国民国家的統合と結びついているだろうと思います。Nation 

Buildingとか、State Formationといったものと結びついていた。

　19世紀はそういう意味では国民国家的統合の時代だったのだけれども、今、われわれが生きている
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のは21世紀で、おそらくNational Disintegration、あるいは脱国民国家化という、先ほどのお言葉を借

りるとみんながindividualになり、そこに大きな一つのネーションのストーリーのようなものが非常にで

きにくくなっているような状況である。いわゆるシングルジェンダー・スクール、女子教育といっても、当

初の統合のための女子教育と、今、われわれが置かれている女子教育というものとの偏差というか、目

的とするものの違いというのか、そういうものについて何かお考えがあればお聞かせいただきたいと思い

ます。

　それから、おそらくそれと連動していると思うのですが、例えば東洋英和という学校は、クリスチャン

ミッションの学校であり、シングルジェンダー・スクールである女子校であり、もう一つ、リベラルアーツ

教育を行っています。今、ここにお二人の卒業生がおられますが、高校までであればリベラルアーツ教

育は非常に大きな意味を持っていると思うのですけれども、私どもの高等教育の中でリベラルアーツは

どう位置づければいいのか。果たして、われわれは共有するリベラルアーツというものを、普遍的なかた

ちで、なお持ち続けられるのかどうかというような問題について、もしお考えがあれば、お聞かせいただ

きたいと思います。

グラック　難しいご質問です。最初に国民国家、国ということですが、19世紀の教育というものは、文

脈としてはすべて国民国家形成ということでつながっていました。古い国も新しい国も同様で、フランス

も同時に同じことをやっていました。日本もドイツもそうです。当時はみんなそのような意識で、すべての

国民を国民国家として一つのアイデンティティでまとめようとした時代でした。

　しかし、それは教育の目標ではありません。国というものは意味がないということではないのですが、

いま生きている社会はもっと相互に接

続した社会になっています。世界は変

わりました。そして、私どもが教師、学

生として生きなければならないのは、

単に日本人とか、フランス人とか、アメ

リカ人という枠組みではないと思うの

です。今はもっと相互につながった、イ

ンターコネクトした時代です。グロー

バルにつながった社会になりました。

　昨日、一人の高等部の生徒が言っ

ていました。彼女は「鎖国が欲しい」

と言ったのです。江戸時代が大好き

だから鎖国がいいと言ったのです。

「どういう意味？」と私は聞き返しま

した。「鎖国ってどういう意味で言っ

ているの？」と聞きました。よく分かる

部分もあります。江戸時代の魅力とい

31「近代日本における女子教育と東洋英和」



うことは分かります。しかし、逆に鎖国はもはやありません。つまり、ここでの課題は、どうやって新しい

世界に生きることを学ぶのかということです。日本人とかアメリカ人というものを意識しながら、より広い

世界にどう生きるかを考えることが大事なのです。

　だからといって国のアイデンティティがないわけでもない。われわれ自身を国のグループとして考えな

くなるのではないけれども、昔と違った国民のグループになっていくのだと思います。今の若い人たちに

は、一国の国民とだけで考えてほしくありません。まず、人と人として考えてほしい。その国民であり、そ

してつながった人というかたちで、広い視野を持って考えてほしいと思います。それだからといって、民

族国家、国民国家が衰退することを心配していません。そうはならないと思います。

　第2点ですが、違った点を指摘したいと思います。リベラルアーツの教育がどういうものなのかという

ことです。これも近代の産物だと思います。啓発・啓蒙の時代にあり、17世紀から始まったのがそれだ

ったと思います。今の課題は、若い人たちにとって何が一番必要なのか。世界で上手く生きていくため

に何が必要なのか。リベラルアーツの教育が必要なのか。中等教育が終わった後に必要なのか。高校

を出たときに必要なのか。大学以降はプロフェッショナルな専門教育、職業教育が必要なのか。こうし

た課題はどの国にも出てきました。どの国でもこのような質問に個別に答えなければなりません。教育

制度は国により、大きく異なるからです。

　一つ、こうした変革が見えるところはEUです。欧州連合では変化が見られます。EUでは標準化が行

われました。カリキュラムがすべての欧州諸国で標準化されたのです。しかし、それは容易なことでは

ありませんでした。つまり、EUにおいては混合システムになったのです。ですから、アメリカや日本では、

それぞれ違った制度がありますが、混合システムに移行するのではないかという気がします。つまり、リ

ベラルアーツと職業訓練、専門教育的なものとを組み合わせたかたちのカリキュラムになるかもしれま

せん。

　ただ、どちらかだけということにはならないと思います。そうではなく、それらが混合したミックスモデ

ルの時代になるのではないか。それが一番うまく今日において機能する教育ではないかと思います。そ

れはある意味、EUで見られるものに近いかたちかもしれません。しかし、誰か1人の人がそれに答えられ

るという問題ではありません。非常に大きな課題であるし、国の教育制度を変えることは大変なことで

す。

　しかし一方で、東洋英和は変えることができると思います。東洋英和とかウェルズリーのような学校

について一つ言えることは、われわれはもっといろいろな実験ができる立場にあるということです。学校

の中でいろいろなことが試みられる。そこが公立や国立の学校と違うところです。ですから、東洋英和

でミックスモデルを試すのもいいかもしれません。それが将来の道を示すことに貢献できるかもしれま

せん。

　もっと簡単な質問をお願いしますね（笑）。

小出　50年前の卒業生の小出いずみと申します。キリスト教は日本の女子教育を変えたと思います。

明治以来の日本の女子教育の歴史を見ると、キリスト教による女子教育が特徴的であった。良妻賢母

という言葉もありましたが、そういう社会的、家庭的な役割というよりも、もう少し人間として成長するこ
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とをキリスト教は優先させたと私には見えます。例えば、教育者として女性宣教師がたくさんいて、この

女性宣教師の姿が一つのモデルになっていたことも考えられます。先ほど、女性のプロフェッションとし

て教師というものも挙がっていましたが、師範学校をつくるより前に、女性の宣教師たちが教師として

女子教育を支えていったことが明確なわけです。

　それで先ほど、同じころに始まった、いろいろな国の女子教育の話が出ましたが、キリスト教国と言

われているアメリカで、キリスト教と女子教育はどういう関係があったのだろうかということが気になる

ので、その点について教えてください。

グラック　ご質問ありがとうございます。私の知る限りで申し上げます。19世紀、キリスト教教育には

二つの流れがありました。プロテスタントとカトリックの両方の教育の流れがありますが、いずれもおっ

しゃったことを強調しました。要するに、人間性を大事にするということです。精神的に高め、社会と神

との関わりで個と人間ということを大事にしました。これは両方同じです。それは女子教育にとってはと

ても大事だったと思います。杓子定規的にお裁縫を教えれば何かものが縫えるようになるということで

はなく、神のため、人のために教育を

受ける、精神性、社会的な善のため

に教育を受ける。そこのところが特に

女性には大事だったと思います。

　キリスト教による教育は、カトリッ

ク、プロテスタント、そしていろいろな

宗派があり、日本、カナダ、イギリス、

フランス、それぞれいろいろなキリス

ト教の派があるわけですが、そこがほ

かと大きく違った点であります。キリス

ト教ゆえに大きな違いをもたらしたと

思います。人間性、敬神と奉仕、それ

こそが最も人々に力を与えることであ

ったと思うのです。これ以上のエンパ

ワーメントはありません。人類、そして

神に奉仕をするというパワーはほか

にないと思います。

　ですから、キリスト教は大事です。

ウェルズリーはキリスト教の大学であ

ることを正式に標榜することをやめま

したが、その原型や発想は変わって

いません。キリスト教の大学というふ

うには言わなくなったけれども、他者



に奉仕することと敬神というものは変わっていないということです。私の話はそこをもっと強調すべきだ

ったと思いますが、そういう意味でもいいご質問をありがとうございました。

松浦　（英語）貴重なお話をありがとうございました。中高部教諭の松浦由佳です。女性は世界を変

えるアクティブな主体を持った存在であることを聞き、大変うれしく思っております。

　私は高校で40人ほどの生徒を相手にホームルームを教えています。彼女たちに将来の目標は何かと

聞くと、一流の大学に入り、一流の企業で働くことと言います。しかし、内 で々生徒本人と話すと、自分

の目的はお金持ちと結婚して、いい主婦になることだと言うのです。そういう生徒にどう答えたらいいの

でしょうか（笑）。

グラック　私はそのゴールは両方ともいいと思います。どちらもいいです。率直に申しますと、両方でき

ますが、簡単ではないです。両方やるべきです。お金持ちと結婚するところはあまり好きではないけど、

16や17歳ならそう言うかもしれません。そこはともかくとして、いいじゃないですか。両方できるし、そのた

めに努力をしましょうと言えばいい。いい大学に入り、一流企業に入る。そこでプロフェッショナルウーマ

ンになれば良妻賢母にもなれるし、良妻賢母にもなれれば仕事にも成功できる。両方を追求しなさい。

それが私の回答です。簡単なことではないけど、21世紀の女性としては最も充実する、やりがいのある

人生になるだろうと言えます。それだけのチャンスも与えられています。

　プロフェッショナルな女性になる。女性と男性では、女性のほうが子育てをしたり、ペースは男性と違

うかもしれないけれど、やれることはたくさんあります。私も結婚して53年ですが、それを諦めたり、放棄

したりすることはありません。ただ、プロフェッショナルだけであるのではなく、プロフェッショナルであ

り、子どもと孫に囲まれて両方で幸せになる。お金持ちという部分だけはともかくとして、現代の若い女

性たるもの、両方を追求するのはいいことだろうと思います。それが自然であり、そうではないほうがむ

しろ不自然ではないかと思います。

彦谷　本日グラック先生から最後にいただいたメッセージとして、「IS」と「OUGHT」について考えると

いうことがあるかと思います。現状を所与として考えるのではなく、どうやって変えていくか、また、どう

やって変えていくべきかということについて、常に考えていくことが大事ということをエールとしていただ

いたと思います。

　135周年という期を迎え、われわれ一人ひとりが、何ができるかは限られているかもしれませんが、す

べての女性がより多く教育を受けることは、世界を変える大きな原動力になるのだという、力強いお言

葉をいただいたと思います。まず、グラック先生に感謝したいと思います。皆様、拍手をお願いいたしま

す。（拍手）

西田　壇上の3人の先生方、有意義なパネルディスカッションをありがとうございました。

　ここで最後のご紹介をさせていただきたいのですが、本日は同時通訳者として竹山佳子さん、太田

美登里さんのお二人にご担当いただきました。太田美登里さんも本学院の高等部を1972年にご卒業

されております。ご両者ともに第一線の同時通訳者としてご活躍でございます。会場の皆様、同時通訳

のお二方とともにグラック先生、彦谷先生、村岡さんに改めまして盛大な拍手をよろしくお願い申し上

げます。（拍手）…続きまして、閉会のご挨拶を楠山眞里子高等部長にお願いいたします。
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楠山　本日は東洋英和女学院創立135周年 大学開学30周年を、記念講演会及びパネルディスカッシ

ョンをもって皆様とともにお祝いできましたことを心より感謝申し上げます。ご来賓の皆様におかれまし

ては、本日はお忙しい中、東洋英和女学院にお越しくださり、ありがとうございました。心より御礼申し

上げます。

　今日の午前中には幼稚園、小学部、中学部、高等部と、それぞれに創立を記念する礼拝をしました。

午後には幼稚園から大学までの教職員が一堂に会し、創立記念に当たっての教職員研修も行いまし

た。学院の創設者のカートメル先生をはじめ、カナダから派遣されてきた多くの婦人宣教師の先生方

の篤い信仰と教育への信念、献身的なご奉仕を通して、創立以来の長きにわたり、生徒たちや教職員

はみな神様に倣った生き方を学んでまいりました。東洋英和は長い歴史のある学校ですが、過去にも学

ぶことと未来に目を向けることの大切さを知っている学校です。「敬神奉仕」の建学の精神を守りつ

つ、変えることのできるものはそれを変える勇気を持ってこれからの歩みも続けてまいりたいと思います。

　最後に、本日ご講演いただいたキャロル・グラック先生、パネルディスカッションに参加の彦谷貴子

先生、村岡恵理さん、そしてお集まりいただきました皆様に心より感謝を申し上げまして閉会の挨拶と

させていただきます。誠にありがとうございました。（拍手）
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