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学園創立130周年を迎えてのメッセージ
共立女子学園の
「文化」を大切に
学園長・理事長

﨑

「文化」として大切にしていきたいと思います。
文化において、歴史と伝統と共に大切なものは環境です。
学園は、南に皇居、西に千鳥ヶ淵、北に神保町と、いずれ
も徒歩 5 分ないし10分の距離で、都の中心に位置していま
す。今から30数年前、経済学者脇村義太郎氏は、名著「東

清久

西書肆街考」において、「あるいは将来、神田から大学の
なくなる時代がこないともかぎらない」と危惧しておられ

共立女子学園は、本年、創立130周年を迎えることとな

ましたが、学園は、校地を拡張し、高層化を図り、学部等

りました。その長い歴史を顧みれば、そこには自らなる、

を増設して発展を遂げ、現在に至っています。学園の文化

そして努力して培われた「文化」というものがあると思い

は地域と共にあり、知識の担い手である神保町書肆街の発

ます。

展と、都市モダンとしての街の品格の醸成を期待し、学園

文化とは、究極のところ人間の生きる形である、という

の共生発展を心がけて参りたいと思います。

考え方があります。民族がその風土と歴史の上に、長い時

昨年 9 月、本学園の充実発展のため、学園長・理事長と

間をかけて築いてきた伝統として生み出されたもの、それ

して長く寄与された石橋義夫先生が逝去されました。平成

が文化ではないかということになりましょう。
学園の130年の歴史を辿れば、先人による改革と発展の

6 年以来理事としてお仕えした私としては、今なお痛惜の
念に堪えない思いがあります。にわかのことでありました

努力があり、それは学園の「生きかた」として時代に刻ま

が、石橋先生のあとを私がお引受けすることになりました。

れてきました。とくに創立の理念は、女子の精神的自立、

今後、少子化等厳しい事態が予想されますが、微力ながら

経済的自立、社会的自立として今に伝えられています。

専心努力いたす所存です。内外の皆様の御指導、御支援を

私は、長い学園の「生きてきた形」を、共立女子学園の

切にお願い申し上げます。

石橋義夫 前学園長・理事長の
学園葬が執り行われました。
平成27年9月18日
（金）に石橋義夫前学園長・理事
長が逝去され、翌月の10月31日（土）、本学共立講堂
において、学園葬
（葬儀委員長：

﨑清久学園長・

理事長）が神式にてしめやかに執り行われました。
当日は、一般参列者・学生・生徒・園児等あわせ
て2,000名を超える方々にご参列いただき、その温
かな人柄を偲び、長きにわたり学園を支えて来られ
たことへの感謝の気持ちを込めて献花を行いました。
学園創立130周年を目前にした突然の逝去の報に、
皆が衝撃を受け悲しみに包まれましたが、在りし日
の石橋前学園長・理事長の姿を心に刻み、学園関係
者一同、力をあわせ共立の歴史を継承して行くこと
を誓う一日となりました。

﨑学園長・理事長の選任について
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平成27年 9 月24日付臨時理事会において、

﨑清久理事（元本学常務理事）が

理事長に選任され、同10月13日付臨時理事会において学園長に選任されました。

●●●●●●●●●●●●●●●●

言うまでもなく、鳩山元首相の母上の鳩山春子先

大きな節目に

大学・短期大学学長

入江

和生

生は明治19年に本学園の前身である共立女子職業学

創立130周年の今年が明けるのをあれほど楽しみ

校を創立した34名の人々の一人で、その後同校の校

にしておられた石橋義夫前理事長が、そのわずか数

長を長きにわたって務められ、やがてその立場を鳩

か月前の9月18日に亡くなられました。石橋先生は

山薫先生が引き継がれることになります。

理事長職を25年の長きにわたって務められましたが、
そのかなり前から共立の事実上の舵取り役であられ
ました。先生の長い間のご尽力に感謝し、ご冥福を
お祈りする次第です。
先生は鳩山一郎元首相の秘書を務められ、当時国
交のなかった旧ソビエト連邦に同行されて、文字通
り元首相の片腕となって日ソ漁業交渉の成功に貢献
されました。「私にとって政治家は鳩山一郎ただ一
人です」と言っておられたように、先生と元首相と
は首相と秘書という関係を超えた強い絆で結ばれて
いました。事実、先生は鳩山家では家族の一員と言っ
てもよい存在だったと伺っています。まさにその関
係から、先生は首相夫人であられた本学の鳩山薫元
理事長・学長に請われて共立と関わりを持たれるよ
うになったわけです。

家政学部長

戸田

泰男

創立130周年を迎えることになった本学
の歴史ある学部として、卒業生がどのよう
に生きていけるようにすべきなのか、地域
社会との関係をどのように位置づけ共に歩
んでいけばいいのか、学部・研究科でどの
ように教育研究がなされなければならないのか、各学科・研究
科で日々検討し、逐次実施しております。家政学は本来、日々
の生活を如何にすれば良くなるのかを研究している学問である
ことから、学部として個人の生きる力になる教育、地域社会で
活動できる人材を養う教育を目指しています。

国際学部長

佐藤

雄一

学園の130年の歴史の中で、国際学部の
歴史は 5 分の 1 程度でしかありません。国
際学部の前身である国際文化学部は平成 2
年に開設され、平成19年に国際学部へと再
編されました。平成25年には、それまで
の
「国際文化コース」
「 国際社会コース」を廃止し、
「 専攻プログ
ラム」を導入しました。今年度からは英語で専門教育科目を学
ぶ
「GSE
（Global Studies in English）プログラム」も始まります。
学部の歴史は長くはないものの、社会の変化に合わせて学部自
体も変革してきたといえるでしょう。
平成 2 年の 1 年間に朝日新聞で「グローバル」という単語が使
われた記事は222件でしたが、平成27年には約 5 倍の1033件の
記事で
「グローバル」が使われています。ことばの面からも、社
会の流れがうかがえると思います。
これからも、社会の変化にしなやかに対応していける国際学
部でありたいと考えています。

こう考えると、共立はそもそもの始めから今日に
いたるまでの130年間、ほとんど血縁と言っていい
一筋の人間関係で導かれてきたと言っても過言では
ありません。
石橋先生と 﨑清久新理事長とは深い信頼関係で
結ばれていましたから、今回の理事長人事について
は石橋先生もさぞお喜びのことと思います。した
がって、理事長が代わったからといって共立の路線
が変更されることはなく、同じ方向でますます発展
の道を辿ることは疑いありません。とはいうものの、
130年目ということと相俟って、ここに大きな節目
を迎えたという印象は否定できません。
後で振り返ったときに、この節目がその後の発展
の確かな一里塚だったと思えるようでありたいと思
います。

文芸学部長

池上

公平

前身の共立女子職業学校創立の1886年（明
治19年）は、帝国大学（東大の前身）令の公布
の年でもあり、したがって本学の歴史は東
大に匹敵すると言えます。個人的なことで
すが、私の父方の祖母は明治27年、日清戦
争開戦の年の生まれです。その時すでに本
学の創立から 8 年が経過していたのです。私にとって本学の歴史
の長さを実感させてくれる事実です。
130年前に創立に携わった人々は女性の自立を強く念じていま
した。それから時代も社会も変わり、現在女性の活躍がなおいっ
そう求められています。にもかかわらず、日本の社会にはまだ意
識においても制度においても旧態依然のところが少なからず見受
けられます。それを変えなければ女性の活躍はなく、日本の社会
の真に豊かな発展もないでしょう。創立の理念と本学卒業生のこ
れまでの貢献を思い起こし、文芸学部のみならず本学で学ぶ人々
が先頭に立ってより良い社会を目指してほしいと願っています。
看護学部長

日下

和代

本学の看護学教育は、平成16年に短期大
学看護学科より始まり、平成25年には、高
度化・複雑化する看護ニーズに対応できる
質の高い人材養成を実現するために、全国
に先駆け看護教育に特化した看護学部を開
設しました。
平成28年度には、 1 年生〜 4 年生までの全学年が揃い、賑
やかなスタートとなります。
1 ・ 2 年生は、看護実践の基礎的能力を身につけ、 3 ・ 4 年
生は、臨地実習や看護研究法の履修により、課題探究能力や看
護実践の専門性を発展させる能力を磨くと共に、看護の基盤と
なる知識・技術・能力・態度の重要性を痛感します。
卒業生には、医療を取り巻く新たな社会的要請に対応できる
人材として、いつまでも自己研鑽への指向性を持ち続け、大き
く羽ばたいてくれることを望みます。
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生活科学科長

児玉

好信

文科長

共立女子学園が130周年を迎えるにあたって、
思っています。生活科学科は家政科から数え

部と共に誕生しました。創立61年目という

博之

第二中学校高等学校
校長

晴山

誠也

共立大日坂幼稚園
園長
4

上野

純子
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文科は1953年に、共立女子学園で初めて
家政科系ではない文系の学科として文芸学

中学高等学校

児島

扶美

生活科学科の役割を今一度考えていきたいと
ること、まもなく70年を迎えようとしています。
2009年以降、ほぼ横這いの状態が続いてきた
18歳人口が2018年からは減少に転じる中、ひときわ厳しい状況にさ
らされる女子短期大学に求められることは、どのような教育を行い
（カリキュラムポリシー）
、どのような女性を社会に送り出すのか
（ディ
プロマポリシー）
を明確にすることです。生活科学科では、学生が社
会人基礎力を獲得できるよう、豊富な演習・実習・実験科目によるア
クティブラーニングの導入、業界人によるオムニバス授業、就職や
編入学に向けた実践的な指導、資格取得支援などに取り組んでいま
す。これからも学生が社会、地域において活躍できる生活者として
育つことを目指した教育をさらに充実していきたいと考えています。

校長

菅野

第53号

ことになります。短期大学そのものが縮小
する昨今ですが、社会における価値が多様
化している今こそ、短大というスタイルはおおいに可能性のあ
る制度であると考えられます。授業と行事の、緩んでいる暇の
ない 2 年間を充実して過すことで、次の自分にステップアップ
できます。就職か進学か、はたまたバイトをしつつ思うところ
に突き進むか。文科ではどのような進路にも親身になって応じ
られる態勢が整っています。たとえば、キャリアデザイン演習
という必修の授業では、就職や大学編入を早くから意識させ現
実に向き合えるよう導きます。少人数ゆえに、教員・助手と学
生のきめ細かい関係を構築できる文科です。

「130年前の国際化」
本校では、平成28年度より、高校 1 年生を対象に、
ニュージーランドとの交換留学と、ブリティッシュ
ヒルズ研修が新たに始まります。130年前には想像
できなかった時代が進行していますが、
「共立女子学
園百年史」をひも解くと、なかなか面白い共立の国
際化の歴史を知ることができます。
明治20年（1887）の職員名簿の中にある「山崎ラウ
ラ」は、
「日本に帰化したドイツ人で、洋裁・編物を
ドイツで習い、…山崎ラウラの洋裁を備えた裁縫科

に、生徒が集まった」とも書かれています。また同
24年
（1891）には、
「 現在の聴講生のような形ではな
かったか」
としながらも、 7 名の
「外國婦人」
（イギリ
ス人、スランス人、ポルトガル人）が入学していた
ことが分かります。
本校ではこの 4 月より、放課後に外国人講師に常
駐してもらうランゲージスクエアを開室し、生徒が
自由に異文化交流を行える場を設けました。国際社
会で活躍できる人材が育つ環環を今後も整備してい
きたいと思います。

八王子キャンパスのある月夜峰の丘にも桜が咲き
誇る季節が到来しました。
学園創立130周年の節目の年に、小弥前校長のあと
を受けて校長の重責を担うことになりました。微力
ではありますが、本校の発展のために誠心誠意努力
する所存ですので、どうぞよろしくお願いいたします。
今、10代の子どもたちには18歳選挙権やグローバ

活を通じて人間関係や社会性を鍛錬し、柔軟な姿勢
と臨機応変な生活行動ができるような体験をさせて
おくことが指導の課題となります。
学園創立以来脈々と受け継がれてきた建学の精神
を基盤に、先進の眼差しを失うことなく実践してき
た本学園は正しく
「不易流行」
を地で行くものと私は
考えています。第二中学校高等学校においてもその

ル対応等、急激な社会の変化の波が押し寄せていま
す。そのような状況の中で、私学教育の果たすべき
役割は確固とした基礎基本の定着と、しなやかな対
応力の育成であると認識しています。子どもが社会
に出る前に、基礎学力はもちろんのこと、行事や部

伝統を受け継ぎ、自然豊かな環境を生かした教育の
さらなる充実を図っていく所存です。本校で育まれ
た生徒が個性や才能を開花し、来るべきグローバル
社会で自立した女性として存分に活躍してくれるこ
とを期待しています。

本園は終戦後、文京区小日向在住の方々が大日堂
の境内に幼稚園を創立した後、学校法人共立女子学
園大日坂幼稚園として昭和29年10月に開園致しました。
平成22年度からは併設園であることが理解されや
すいように共立大日坂幼稚園と名称変更しましたが、
この地の多くの方々に守られ愛され続け、これまで
に約2150名の卒園生が巣立っていきました。学園が
創立130周年を迎える中で、併設園としておおよそ
半分の歴史を築いてきたことになります。

幼児期の教育の重要さが叫ばれつつも、めまぐる
しい社会状況の変化や制度の改革ばかりが注目され
がちです。本園は併設園として変わらずに質の高い
教育ができることは有難いことだと感じております。
今年度は多くの新入園児をお迎えして賑やかにス
タートいたします。今後も教職員一同、幼児期の生
きる力の基礎を育むために努力し、地域の多くの
方々に愛される幼稚園であり続けたいと思っており
ます。

●●●●●●●●●●●●●●●●

家政学部
被服学科では、平成28年 1 月23日（土）に共立講堂にお
いて、家政学部被服学科卒業制作発表会が行われました。
被服造形学・被服意匠・被服平面造形研究室に今年度よ
り被服コンピュータ応用研究室も加わり、合計31名の学
生により、ウエディングドレス・オリジナルデザイン服・
和服・コンピュータグラフィックスによる作品が発表さ
れました。学生が 4 年間学んだ知識や技術、そして思い
が込められた華やかで美しく独創性あふれる作品が舞台
を飾りました。

（准教授

田中淑江）

食物栄養学科では、毎年1月末日に卒業論文卒業演習発
表会を行っています。平成27年度は、1月31日（日）に
41演題の発表が行われ、1年間の研究の成果が報告され
ました。伝統的に学生が主体となって発表会を運営する
ことになっており、総務と呼ばれる係は11月から準備を
始め、当日の司会進行を含め、自分達で役割を分担して
おこなっています。この科目は、食物学専攻では必須、
管理栄養士専攻では選択科目ですが、研究内容によって
は両専攻の学生が共同で研究するのも特徴になっていま
す。

（教授

川久保清）

建築・デザイン学科では、卒業制作 有志 学外展が、大
学近くの神保町三井ビルディングで行われました。
神保町三井ビルディング管理組合のご好意により、 1
階ロビーで行われた建築コース、デザインコースの有志
による卒業制作展です。（平成28年 2 月11日（木）より
15日（月）まで）大学内での卒業制作展は毎年行ってい
ますが、今回の建築とデザインの合同学外展は初めてで
した。来場者も延べ600人を超えました。神保町という
地域に於いてこのような機会を得た事に感謝いたします。
（教授

林田廣伸）

児童学科では、今春 6 期生が巣立ち、発足10年目を迎えます。日々
の授業では、保育と教育の実践力を育む理論と実践を統合させた
学びが展開され、学生自らの保育・教育観の基軸を創ることがで
きるように組まれています。
また、付設の発達相談・支援センターの親子グループ「さくら
んぼ」では、学生が地域の親子のための活動を計画し、その成果
を報告会で発表しています。報告会は外部にも公開され、他大学
からの参加者も含めて活発な議論が行われます。
保育・教育者として働く卒業生などを対象とした研修会開催に
も力を注ぎ始め、学科の内外に活動の幅を拡げています。
（教授

川上雅子）
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文芸学部
平成27年11月 3 日（火）に、富岡製糸場への研究旅行

卒業論文・卒業制作展

を実施しました。仏文コースの教員、助手の引率で文

造 形 芸 術 コ ー ス で は、 1 月27

芸学部生と、フランス、スイス、ベナンからの留学生

〜 29日まで卒業論文・卒業制作

が参加し、明治時代、フランス人技術者の指導下で日

展を本館ロビーにて催しました。

本の絹生産技術の礎を築いた世界遺産を見学しました。

制作し・提出するだけでなく、そ

学生の研究成果は、平成28年 6 月〜 7 月に総合文

れらを発表し批評を得ることも重

化研究所主催の展示会でご覧ください。
（准教授

要な執筆者および制作者の責任と
田口亜紀）

考え、毎年開催しています。いま
までは、卒業制作のみの展示を
行っていましたが、昨年度より卒
業論文の要旨の展示も含め開催しています。これで終わりとす
るのではなく、社会への出発点と考える──学生たちは、 4 年
間の集大成として最高のパフォーマンスを披露すべく力を合わ
せ展示し、その素直な展示に好評を博していました。しかし仮
の展示場ということで環境設備の不足は否めませんでしたので、
新しく出来る共立女子大学博物館での展示に期待しています。
（教授

国際学部
研究紹介
私は、国際学部でヨーロッパの政治について教えていますが、研究者とし
ての専門はイタリアの国内政治とEU（欧州連合）の相互関係です。EUは巨大
な国家連合であり、多くの研究者の共同研究がなければ全貌は理解できず、
各地の大学で教えるヨーロッパ政治の研究者たちは相互に情報交換をしてい
ます。私もユーロ危機、ヨーロッパの戦後秩序、緊縮政策の政治的作用に関
する３つの科学研究費共同研究に参加し、授業のない日は学会や研究会で討
論をしています。むろん、海外での現地調査も必要であり、私の場合、かつ
て留学していたイタリアの古都フィレンツェ郊外の美しい宮殿跡にある欧州
連合歴史文書館には何度も文献調査に行っています。 （教授

八十田博人）

看護学部
平成28年2月4日（木）
、神田一ツ橋キャンパス3号館にて、めぐみ
在宅クリニックの小澤竹俊医師を講師にお迎えし、看護学部特別講
演会『解決が困難な苦しみを抱えた人への援助』を開催しました。
当日の参加者は300名を超え、参加した学生からは、
「深く感銘を受
けた」
「力をもらった」
「もっとお話を聞きたい」との声が多く聞かれ
ました。人口構造、疾病構造、社会保障制度が大きく変わりゆく現在、
医療も「治す」から「支える」へとモデルチェンジが求められていま
す。これからの看護師は、科学的根拠に基づくケアが行えると同時
に、今だからこそ、改めて、
「寄り添える」力が求められていることを、
学生、教員一同、再認識する機会となりました。 （教授 田口理恵）

6

共立女子学園報

第53号

水谷
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●●●●●●●●●●●●●●●●

生活科学科
就活トークイベント - OG編 - を実施
生活科学科では、正課外においてキャリア支援教育に力を入
れています。2015年度の新たな取り組みとして、各業界で活躍
する方々のオムニバス授業「キャリアを考える」の導入、課外
では公務員・金融業界に焦点を当て就活トークイベントの「OG
編」を実施しました。OG編では、はじめに公務員試験の概要
を解説、次いで公務員や金融系で活躍する 4 人の卒業生（新人

公務員試験概要解説

2 名、経験豊富な 2 名）を招いて、パネルディスカッションを
行いました。進路が決定した 2 年生 4 人の学生スタッフが事前
に取りまとめた 1 年生からの質問を中心に、就職活動から仕事
内容まで率直な疑問や不安解消に繋がる経験を聞くことができ
ました。土曜日の午後にもかかわらず 1 年生33名が参加し、先
輩方の活躍に圧倒されながらも憧れの眼差しで、進路を考える
良いきっかけとなったようです。

（教授

山口庸子）

パネルディスカッション

文科
クリスマス会など
文科では折々の行事を大切にしています。入学直後の地方出
身者の会に始まりますが、たとえばクリスマス会。これは学生
の間から「こんなのがあれば楽しいなあ」「しましょうよ」と
いう声に、教員と助手がすぐさま応じて始まったものです。大
事なのはこれに学生を実行委員として加えて、色々な企画を立
てさせ実行させること。大きな枠組みは作りますが、あとは学
生に考えさせ、教員は2歩下がって見ている。助手たちは1歩下
がって…見ていられなくて大いに手を貸すというのが実態です
が、正課外活動を自分達で作り出す、短大生活の手ごたえを感
じるひとときです。

（文科長

プレゼント交換で盛り上がって、全員集合！

菅野扶美）

KALECOプロジェクト『青い鳥』上演報告
平 成27年11月21日（ 土 ）・22日（ 日 ） の 2 日 間 に わ た

から実作までこなしました。 7 カ月に及ぶ努力の結果、本

り、本学共立講堂において、全学共通教育アクティブ・

番では見事な舞台を披露し、学内外に大きな驚きと感動を

ラーニング授業プロジェクトKALECO（Kyoritsu Active

呼びました。

（文芸学部教授

村井華代）

Learning Experience for Collaborative Communication）
による舞台、メーテルリンク『青い鳥』が上演されました。
学部・学科の多様な専門性を結集した作品をつくり、社
会に成果を問う──その厳しい過程で、学生は現実的な創
造力とコミュニケーション能力、温かい協調性を身に付け、
たくましく成長してゆきました。
総勢100名を超える学生が、舞台芸術のプロフェッショ
ナルの協力を得て、キャスト、演出、台本作成、舞台美術、
音響、照明、広報など、全て自分たちの力でプランニング
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大学院
家政学研究科

論文題目一覧
専攻

博士後期課程（博士）

人間生活学専攻
被服学専攻

博士前期課程（修士）

食物学専攻

児童学専攻

文芸学研究科

日本文学専攻
修士課程
英文学専攻
演劇学専攻

文

題

日本人の“衣服における季節感表現”に関する研究

目

─その特徴と文化史的背景─

菊地恵観子

喫煙習慣と体重およびHDLコレステロールの関連

石原

慶子

風呂敷市場における実態と企業戦略に関する研究

石渡

桃子

振袖の起源とその解釈に関する研究

四戸

菜穂

岡倉天心考案の「奈良朝風制服」の服飾史的意義とその思想

─文化史的観点からの考察─

清水奈三子

味噌による高血圧抑制作用と降圧因子の分離・精製

関根

有希

食餌性葉酸の有効性評価に関する研究

林

具美

乾海苔の品質と呈味成分に関する研究

山形

文乃

嚥下困難者用介護食の物性および嚥下特性評価法に関する研究

恒川

丹

特別な支援を必要とする子どもの保育に関する保育者間の連携

三輪穂奈美

─緑茶に関する検討─

初任保育者の成長プロセスに関する一考察

─養成校の学びを手がかりとして─

授与者氏名

論

飯田さやか

中世和歌世界における竹取説話

近藤

薫

田沼騒動物の文学化

後藤

芽衣

日本大衆演劇文化論

題

目

別所論

佐藤

『道草』の語りの効果

─北関東巡業演劇を中心として─

齋藤那緒子
美萌

文

─古今集注釈書を中心に─

─『平家物語』における大原の役割について─

竹ノ谷実咲

『伊勢物語』の<物ことば>表現

髙橋摩利子

The Representation of the Other World in At the Back of the North Wind

松尾ひかり

ミュージカル

髙田

清水邦夫論

匂子

─『大和物語』との比較から

ウィーン版『エリザベート』研究
─初期作品および木冬社時代の戯曲をめぐって─

論文題目一覧
専攻

授与者氏名
李

修士課程

論

光代

論文題目一覧
専攻

国際学研究科

授与者氏名
金井

国際学専攻

須田

論

静

日本語教育におけるオノマトペ

紘衣

文

題

Japanese Subtitles in American Movies：Womenʼs Language as Role Language

リチャード・オステン

駐日英国公使サー・ハリー・スミス・パークスの再検討─日本海軍への影響を中心に─

総合文化研究所

大学・短期大学オープンキャンパス

学園は今年創立130周年を迎えますが、創設24年目に
なる総合文化研究所も、本学における教育と研究の密
接な結びつきを一層強めるため、今年度もさまざまな
事業を行っていきます。
毎年度、研究助成と出版助成に加え、展示・講演会
の企画助成も行っていますが、今年度も従前同様にこ

6月19日（日）

内容

7月17日（日）
7月31日（日）
・8月1日（月）
8月27日（土）
・28日（日）
12月11日（日）

れらの助成を行います。平成28年度の事業としては研
究助成が個人・共同合わせて10件採択されており、研
究の効果的な実行とそれに伴う成果が期待されます。
また出版助成も 4 件採択されており、申請者の長年の
研究成果がここに結実することになります。これらの
ほか、展示と講演にも助成がなされます。
（総合文化研究所

目

─教育と教材について─

所長

長崎

巌）

学部・科紹介
体験授業
入試概要説明
大学概要説明
学生トークライブ
キャンパス見学ツアー
在学生フリートーク
個別相談
サークルイベント 等

ミニ・オープンキャンパス

高校教員対象説明会

（個別相談会）

6月3日（金）
・4日（土）

10月15日（土）
・16日（日）
（共立祭同時開催）

平成29年3月18日（土）

文部科学省
「平成27年度私立大学等改革総合支援事業」タイプ１に選定
共立女子大学および共立女子短期大学は、文部科学省「平成27年度私立大学等改革総合支援事業」
のタイプ１
「教育の質的転換」に選
定されました。
本事業は、教育改革に全学的・組織的に取り組む私立大学等に対して、国が経常費・設備費・施設費を一体として重点的に支援す
るもので、タイプ１は、全学的な体制での教育の質的転換を実施している大学を支援するものです。
本学では、経済状況や産業構造等の変化に対応し、広く社会に貢献できる自立した人材を育成するために、学生の主体的な学修を促
す教育課程の編成等、教育内容・教育方法の充実に一層努めてまいります。
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中学高等学校
高校吹奏楽部「クリスマスキャロルの夕べ」出演
「クリスマスキャロルの夕べ」のステージに立つ部員たちを見ると、
一見優雅で堂々と演奏しているように見えます。しかし実は毎年、自
己の体調管理はもちろん、温度変化に弱い楽器の調整にも苦労してい
ます。地域の方々の前で演奏することへの期待と不安を抱えながら、
少しでも素敵な演奏をお届けしたいと、直前まで入念にリハーサルを
行って本番に臨んでいます。「ただ見れば 何の苦も無き 水鳥の 足に
暇なき 我が思いかな」（徳川光圀）、部員たちもそんな気持ちかもし
れません。彼女たちが心を込めて懸命に奏でるメロディーが、集まっ
てくださる方々の心を温める、ささやかなクリスマスプレゼントと
なっていれば幸いです。
（顧問 田村 剛）

高校地理歴史部「ヨーロピアンNスケールコンベンション」で１位を獲得
平成27年8月に行われた「第7回全国高等学校鉄道模型コンテスト」
のモジュール部門で最優秀の文部科学大臣賞を受賞した作品が日本代
表として「ヨーロピアンNスケールコンベンション」（ドイツ シュ
ツットガルト）に出品され、関係者・参加者による人気投票で見事1
位を獲得しました。
遠征した部員は現地で英語によるプレゼンテーションなどを見事に
行い、日本の「里山」の素晴らしさを伝え、世界各国から集まった観
客の注目を集めていました。
また、この結果が中学受験雑誌だけでなく、マスコミ各社からも注
目を集め、
「朝日新聞」
「読売中高生新聞」「週刊新潮」などにも取り
上げられています。
（顧問 池末 和幸）

大きく変わったＣ日程入試
内容を大きく変えた今年の共立女子中学C日程入試が、 2 月 4 日
（木）に行われました。いわゆる記述型入試への変更です。
理科や社会の知識と思考を結びつけて20字〜 40字で答える数題の
設問と、指定の問いに自分の考えを300字以内で述べる小論文的な課
題で構成される「合科型論述テスト」。推論・計算・解答の過程を途
中式などから見たり、問題を作る問題も出る「算数」。さらには、質
問に対する理解力や回答の論理性、表現力等を測る「面接」
。これま
でとは大きく異なっています。
昨今の教育改革、とくに2020年に始まる大学入試改革を視野に入れ
て、知識を活用するための「思考力・判断力・表現力」を問う内容を
重視しました。
この共立の入試の改革は、 1 月30日（土）の朝日新聞夕刊の 1 面に
も取り上げられ、また 2 月 1 日（月）夕刻のNHK首都圏ネットワー
クでも紹介されました。知識や技能が少々不足していても、
「思考力・
判断力・表現力」に富む、あるいは「伸びしろ」を持つ受験生にもチャ
ンスを与えるものです。
学校の顔とも言える入試を変えることは、学校からの大きなメッ
セージです。定員が少ないC日程だけでの実施でしたが、C日程での
入学者の今後の動向に注目したいと思います。
（校長 児島博之）

学校説明会＆オープンキャンパス
第1回春季

5月 7日（土） 10：30 〜 11：30

第2回春季

5月21日（土） 14：00 〜 15：00

一橋講堂

春季ナイト

5月27日（金） 18：30 〜 19：30

中高会議室

第1回

9月11日（日）

9：30 〜 10：30

一橋講堂

第2回

9月17日（土） 14：00 〜 15：00

一橋講堂

第3回

9月24日（土） 14：00 〜 15：00

一橋講堂

帰国生

9月10日（土） 14：00 〜 15：00

中高会議室

第1回

オープンキャンパス

一橋講堂

7月17日（日） 9：30 〜 12：00

※4月から説明会や個別見学はホームページからの予約制となり
ます。詳しくはホームページをご覧ください。
※10月以降の説明会については次号でお知らせします。
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第二中学校高等学校
NZ留学生（ワイヒ・カレッジ）受け入れ
本校ではニュージーラン
ドのワイヒ・カレッジで10
年以上夏季研修を行ってき
ました。
一昨年姉妹校提携を結び、
昨年からは生徒を受け入れ、
本校においてもホームステ
イ・プログラムを実施する
昼休みのひととき
ことになりました。

中3職場体験

平成27年9月27日（日）〜10月10日（土）

着付けと茶道体験

最終日、留学生見送り

平成27年11月26日（木）〜27日（金）

中学 3 年では、毎年11月に職場体験を実施しています。体
験場所は自分で探して依頼することを基本としています。
キャリア教育の一環として、仕事の大変さ、難しさを理解す
るとともに、将来のなりたい自分探しのきっかけにすること
を目的にしています。

「Because I am a girl〜世界の女の子に、生きていく力を」
プラン・ジャパン講演会 平成27年12月2日（水）
公益財団法人プラン・ジャパンとの協働は、寄付の形と講演やアクションへの参加があります。
寄付は、生徒会が中心となって約20年前から続いています。
教育を受けられない世界の女の子達の現状を、途上国での具体例をもとに聞かせていただきな
がら、生徒自身ができる「アクション」について考える貴重な機会になりました。

中学百人一首大会

平成28年1月20日（水）

中学生の恒例行事、百人一首大会が体育館
で行われました。
例年この時期に、国語の授業でクラスごと
の予選が行われ、そこで選ばれた代表者によ
るクイーン戦と、クラス全員による対抗戦を
行います。
クラス対抗なので、生徒たちも寒さに負け
ず皆一生懸命に取り組みます。
最後に取った札の枚数を集計して、学年ご
との優秀賞が、またクイーン戦は 1 位から 3 位の生徒が表彰されました。

中学朗読コンテスト

平成28年1月25日（月）

中学では学年ごとの企画として、朗読コン
テストが行われています。
クラスの代表者が個人で臨んだり、クラス
全体の群読だったり、様々な形で実施します。
写真は中学 3 年生によるもので、朗読した
のは『葉っぱのフレディ』。
言わずと知れた名作、いのち の物語です。
物語に込められたテーマに思いを馳せながら、
皆がんばって朗読していました。
10
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学校説明会＆オープンキャンパス
●中学オープンキャンパス
●理科実験教室
●白亜祭

7月17日（日）

8月7日（日）

9:30

14:00

9月10日（土）／11日（日） 中高・簡略説明会開催

●中学入試体験
●塾対象説明会

12月18日（日）

9:30

6月 9日（木）10:30

校内

●中学校説明会
4月23日
（土） 11:00

授業参観あり

5月21日
（土） 11:00
（ウィーン少年合唱団公演日）
定期考査中・授業参観なし
6月 4日
（土） 11:00
（体育大会・簡略）
中止時は通常の学校説明会・授業参観あり
6月16日
（木） 11:00
（食育体験）
教育実習中・
授業参観要対策
（施設見学中心）
7月 2日
（土） 11:00

定期考査直前・授業参観あり

8月 7日
（日） 理科実験教室＋相談会
（入試相談ブース設置）

●高等学校説明会
5月21日
（土）（ウィーン少年合唱団公演日）
12:30 〜相談会
（入試相談ブース設置）
6月 4日
（土） （体育大会）相談会（入試相談ブース設置・雨天中止）
7月23日
（土） 13:00
（クラブ体験あり）
9月24日
（土） 11:00
（授業参観あり・個別相談）
※年末年始や日曜日、学校行事・試験などのある日を除いて、
電話で前日までに予約をいただければ随時見学が可能です。
教員が校内をご案内いたします。本校ホームページもご参照
ください。
※10月以降の説明会については次号でお知らせします。

●●●●●●●●●●●●●●●●

共立大日坂幼稚園
節分
幼稚園では、日本の伝統行事を大切に生活しています。その中でも子ど
も達の大好きな行事に節分があります。毎年、豆を入れる枡を作ったり、
年中、年長児がクラスで大きな鬼を作って、当日を楽しみに待ちます。 2
月 3 日は、園庭に鬼を飾り、園長先生のお話の後、一斉に「鬼は外！福は
内！」の元気な掛け声のもと、豆を鬼に
投げます。今年も身体の健康と強くて優
しい心になるように、願いを込めて豆を
まきました。その後、各クラスで年の数
のお豆を頂きました。今年もみんなが元
気に過ごせますように。
（教諭 池田 朋子）

木のお家
園庭の端にある木のおうちの中では、おままごとやごっこ
遊びをしている様子が見られ、中にある台をテーブル、台所、
オーブン、食器棚や本棚に見立てて様々な遊びが展開されて
います。それぞれが作った砂のケーキを並べてパーティをし
たり、台所にしてお友達とご飯を作ったりしています。子ど
も達の元気な声が響く園庭の中で、木のおうちは落ち着いた
空間であり日の光を浴びながら夢中に遊んでいる姿を見るこ
とができます。
（教諭 酒井 美季）

実験教室
麻布科学実験教室の方々をお招きして、風船を使った実験
を見せていただきました。空気の入った風船の口の向きに
よって、飛んでいく方向が変わったり、ロープウェーの様に
すごい速さで動く風船を見て、子ども達は大喜びでした。特
に楽しんでいたのが静電気の実験です。髪の毛に風船をこす
ると体のあちこちに風船がくっつくのがとても面白く、その
後の遊びでも取り入れ
ていました。身近な科
学の面白さに触れ、こ
れを機に科学に興味を
持った園児もいたので
はないかと思います。
（教諭 間宮 紗矢香）

体験入園＆説明会
●体験入園

●説明会

1時間の中で前半は保護者の方と園内で自由に

共立大日坂幼稚園の入園をお考えの方に園の教

遊んで頂き、後半は遊戯室に集まって教員の手

育方針・生活・行事・願書提出などについてお

遊びや大型紙芝居を体験なさってください。

話しします。

予約は不要ですので、直接お越しください。

２回の内容は同じです。

保護者の方もお子さんも上履きをご持参ください。
6月29日（水） 13：30 〜 14：30
9月10日（土） 10：00 〜 11：00

予約は不要ですので、直接お越しください。
保護者の方もお子さんも上履きをご持参ください。
9月14日
（水） 13：30 〜 14：30
9月21日
（水） 13：30 〜 14：30

共立女子学園報

第53号

11

サークル・部活紹介
●大学・短期大学

●中学高等学校
中学剣道部

合唱団

定

中

期演奏会、ジョ
イントコンサー

トを目標に活動してい

勢18名 で 週4日

活動しています。多く

ます。12月に行われた

の生徒は中学から剣道

「 第58回 定 期 演 奏 会 」

を初め、限られた時間

では、 全22曲 を 歌 い、

の中で少しでも力をつ

240名以上のお客様の

けようと稽古に励んでいます。数年前から高校生と一

心に届く演奏をするこ

緒に稽古し、中学生にとっては憧れの先輩と練習でき

とが出来ました。今後

るいい機会になっています。稽古している以上、大会

も更なる団体意識と技術力の向上を目指して、日々の

や審査で結果を残すことは重要ですが、剣道部では、

活動に取り組んでいきます。「息の流れる音楽」を目

相手を敬い、感謝の気持ちを大切にすることも学んで

指す合唱団の活躍が期待されます。

もらいたいと思っています。

日本舞踊研究会

毎

高校美術部

美

年冬に行う
定期公演

「つぼみ会」を目

術部美術班
は、一年を

通して部員それぞ

標に活動していま

れが個人作品の制

す。12月に行われ

作を黙々と進めて

た「第18回つぼみ

いますが、夏前か

会」では、部員17

らは共立祭に向け

名で全 6 演目を演

て、中高合同で共

技し、美しく迫力

同制作の企画・作成にも力を注ぎます。今年度は宮澤

のある舞いを来場してくださったお客様にお届けする

賢治の『注文の多い料理店』を題材に見応えのある展

ことが出来ました。この大舞台での経験を活かし、今

示を作ることができました。多くの来場者から好評を

後も益々活動の幅を広げていきます。

いただき大きな達成感を得ることができました。

トクラブ

フィギュアスケー

新

横浜スケートセン
ターで活動し、全日

本学生フィギュアスケート
選手 権 な ど の 大 会出場と
バッチテストの合格を目標
に活動しています。ほとん
どの部員が初心者として始
めていますが、バッチテス
トにも着実に合格していま
す。今後は大会出場に向け
てより良い演技ができるよ
う更なる技術向上を目指します。

12

学剣道部は、総
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華道講座

華

道講座は、草月流、小原流、池坊、古流の 4 流
派から先生をお招きして、水曜放課後に活動し

ています。華道が学べる女子校はたくさんありますが、
4 流派から選べる学校は珍しく、説明会などでお話し
すると驚かれます。
他の部活動とも兼部可能で、中 1 から高 3 まで200
名近い生徒が受講しており、段階に応じた免許資格も
取得できます。花の扱いも上達するため、家での活け
込みはお嬢様に任せているご家庭もあるようです。来
年度からは正面玄関の活け込みも担当する予定ですの
で、きっと来校者の目を楽しませてくれるでしょう。

●第二中学校高等学校
少林寺拳法部

『人、

人、 人、
す べ て

は人の質にある』と
の開祖の言葉は、政
治も経済も教育も、
すべてそれを担う人
の質の問題であると
いうことです。また
同様に「半ばは自分
のために、半ばは人のために」という言葉は、まず頼り
になる自己を確立すること、そして相手を思いやること
を指しています。これらの言葉を基本に、日々稽古に励
んでいます。

吹奏楽部

吹

奏楽部は、中高生
合同で活動してい

ます。定期演奏会、吹奏
楽コンクール、アンサン
ブルコンテスト、学校行
事での演奏など、年間を
通して多くの発表の場が
あります。今年は30回記
念の定期演奏会を開催し、
現役生とOGの合同演奏は120名を超えるステージになる
予定です。学園の八王子講堂や河口湖寮など、充実した
環境で練習できることは感謝です。

中学テニス部

中

学テニス部はとても
恵まれた環境で活動

しています。下級生は球拾
いばかり…という状況とは
無 縁 の 世 界 で す。 そ れ が
却ってテニスに対する貪欲
さを削いでしまっていると
感じることもあります。そんなときには、ついついあれ
やこれやと口出しをしてしまいますが、なるべく自分た
ちの頭を使って考え運営していって欲しいと思っていま

短

信

●大学・短期大学
写真部 平成27年 9 月15日（火）〜 17日（木）に、
原宿デザインフェスタギャラリーで、学外展を開
催しました。

フラダンスサークル 平成27年 9 月19日（土）
に、ららぽーとTOKYO−BAYで行われた、ら
らぽーとふなばしハワイアンフェスティバル2015
に出演しました。

きもの着付け倶楽部
平成27年11月28日
（土）
に、新宿御苑へ、着物で
紅葉狩りに行きました。

剣道部 平成27年11月28日（土）に、東京武道館

で、第16回関東女子学生剣道新人戦大会に出場し
ました。

茶道部 平成27年11月29日（日）に、赤鳥庵（豊
島区目白庭園）
で、定例茶会を開催しました。

マンドリンクラブ 平成27年11月29日（日）に、
かつしかシンフォニーヒルズアイリスホールで、
第48回定期演奏会を開催しました。
チアリーダー部 平成27年12月12日（土）に、

国立代々木競技場代々木第一体育館で、第27回全
日本学生チアリーディング選手権に出場しました。

競技ダンス部 平成27年12月13日（日）に、獨
協大学35周年記念館アリーナで、第60回全日本学
生競技ダンス選手権大会に出場し、団体成績は第
6 位でした。

吹奏楽団 平成27年12月20日（日）に、共立講堂
で、第 5 回定期演奏会を行いました。

●第二中学校高等学校
「税に関する高校生の作文コンクール」で
東京国税局長賞を受賞！
国税庁では例年、｢税に関する高校生の作文｣
の募集を行っています。
社会科教育の一環として本校の生徒もこれに応
募してきましたが、今年度、高校１年の大谷恵理
香さんが東京都国
税局長賞を受賞し
ました。当日は八
王子税務署長にご
来校いただき、校
内で表彰を行って
いただきました。

す。部活動を通じて、心身共に成長してくれることを願
いながら日々活動しています。
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共立祭

平成27年10月17日（土）
・18日
（日）
●

神田一ツ橋キャンパス

大学・短期大学・中学高等学校・
共立大日坂幼稚園
大学・短期大学では、学生・教職員による企画評
価の結果、優秀企画として展示部門「デザインコー
ス プロダクト分野」、パフォーマンス部門「フラダ
ンスサークル」など7団体が選ばれました。
当日は、多くの来場者にお越しいただき、大変賑
わいました。

フラダンスサークル

（学生課）

中学高等学校では、今年度、中学校講堂発表のダ
イジェスト版を一般公開しました。中学受験を考え

ブライダルショー

ている保護者や小学生に共立の部活動を知っていた
だく、よい機会となりました。さて、職員室では卒
業生がひっきりなしにやってきて、旧担任の先生を
囲んで、在学時の思い出に花が咲いていたようです。
2日間とも天候に恵まれて、よい共立祭となりまし
た。

（教諭

池末

和幸）

幼稚園では、共立講堂の舞台で学年毎に発表を致
しました。はとぽっぽ体操をしたり、花の飾りや旗
を振って一生懸命に踊り、お客様から沢山の拍手を
いただきました。子ども達にとって、緊張しながら
も楽しい経験となりました。 （教諭

白亜祭

池上

博美）

中学高等学校
幼稚園

講堂発表

平成27年9月12日（土）
・13日
（日）
●

八王子キャンパス

（第二中学校高等学校）
昨年度の白亜祭のテーマは、
「LOVE ＆ PEACE」
でした。戦後70年の節目を迎えた日本にあって、戦

オープニングパーティ（八王子講堂）

中３学年企画「平和の鳩のモニュメント」

争のない社会を持続し、今の自分たちに、そしてこ
れからの自分たちに何ができるのかを問いかけなが
ら生徒たちはそれぞれの発表に取り組みました。
中学 3 年生の折り紙による羽ばたく大きな鳩のモ
ニュメントは、平和と女性の自立を象徴する作品で
テーマに沿った素晴らしいものでした。
新しい舞台を使用しての中庭企画「バトン部」 中２学年企画「八王子車人形」演示

共立音楽祭等
平成27年11月 9 日（月）から13日（金）までの 5 日間、お昼や夕方の時間に、本館お
よび 3 号館の 1 階ロビーで、共立音楽祭が開催されました。日頃から音楽を楽しん
でいる全22組の学生・教職員等が演奏や歌の腕前を披露しました。また、
本館ロビー
において、学生の作品展示として「まんが・イラスト・写真展」
が同時開催されました。
14
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学位記授与式・
卒業式・卒園式
平成28年 3 月、早春のうららかな日和の
中、学園各校において、学位記授与式およ
び卒業式・卒園式が執り行われました。

大学・短期大学(3月15日)

中学高等学校(3月18日)

第二中学校高等学校(3月17日)

共立大日坂幼稚園(3月16日)

卒業生一人ひとりが、共立での思い出を
胸に、晴れやかな面持ちで新たな一歩を踏
み出しました。

『共立女子学園サポーターズ募金』〜伝統を受け継ぎ、これからの共立をサポート〜
募金報告とお願い

募金応募状況

（平成27年9月1日〜平成27年12月31日受付分及び累計）
教育研究振興資金
（目標額1億円）

157件

27,349,100円

奨学資金
（目標額5千万円）

44件

1,324,000円

合計
（目標額1.5億円）

201件

28,673,100円

共立女子学園は、平成28年
（2016年）
に創立130周年を迎え
ます。
これまでの伝統を次へと繋げ本学をより魅力ある教育機
関としていくため、新たな募金事業として
「共立女子学園サ
ポーターズ募金」
を平成27年 9 月より開始いたしました。
この募金事業は単なる募金活動ではなく、サブタイトル〜
伝統を受け継ぎ、これからの共立をサポート〜と掲げたよう
に、本学に関心をもったサポーターをひとりでも多く増やし
ていきたいという思いが込められています。

募金についてのお申し込み・お問い合せ先
TEL（03）3237-2816（募金事務室）
HP：http://www.kyoritsu-wu.ac.jp/univ/bokin
募金事業概要、お申し込み方法等は、
右記QRコードによりご覧いただけます。

たくさんの方々からご寄付頂きましたことを、心よりお礼
申し上げると共に、引き続き皆様からのご支援を賜りたく、
ご理解とご協力をお願いいたします。
ここに、平成27年 9 月 1 日から平成27年12月31日までの寄
付の応募状況及び、
寄付者ご芳名を掲載させて頂きます。
募金事務室よりご寄付をいただきました皆さまへ
1 ．寄付者ご芳名の発表は
『個人情報の保護に関する法律』
に基づき、ご寄付のお申し込みの際にあらかじめ同意さ

ご寄付は、教育活動の進展に伴う学習環境の整備や、教育

れた方のみを掲載しています。匿名を希望された方で

研究活動支援、国際交流事業、奨学事業など、学生生徒等の

ご芳名発表の変更をご希望の場合は、募金事務室までご

ための教育活動支援資金として活用させていただいており

連絡ください。なお、匿名希望の記入がない場合にはす

ます。
平成27年度は、総合表現ワークショップ
（大学・短大全学
共通教育科目）に多くの協賛金を賜りました。このワーク
ショップ
（通称KALECO）
では、平成27年11月に共立講堂で
催した演劇公演の成功という活動成果となっています。

べてご芳名発表とさせていただきました。
2 ． 2 回以上にわたってご寄付くださった方は、
合計金額を
掲載いたしました。
3 ．名簿整理には慎重を期しておりますが、万一、まちがい
がありました場合はご連絡ください。
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〜共立女子学園 創立130周年記念〜

研修センター杉並寮講座

6月

神田一ツ橋キャンパス講座

6・9月

八王子キャンパス講座

10月

場

所

研修センター
杉並寮

日

時

高大連携を目的とし、
主に高校生を対象とした講座（一般も受講可）を予定しています。
講

師

タイトル

近堂

知子

調理のコツには科学あり

文科准教授

中島

早苗

手軽に出来る健康体操Ⅰ
〜簡単なストレッチと無理のないトレーニング〜

家政学部准教授

伊藤

裕才

もっと知ろう、食品添加物！〜正しい理解で楽しい食生活を〜

文科准教授

中島

早苗

手軽に出来る健康体操Ⅱ
〜簡単なストレッチと無理のないトレーニング〜

看護学部教授

北川

公子

認知症予防のからだづくり、認知症に優しいまちづくり

9 ／17（土）
家政学部准教授
13：00‑15：00

田中

淑江

女子教育草創期にみる女学生の服装
〜共立女子職業学校と他の女学校の比較〜

9 ／24
（土）
13：00‑15：00

国際学部教授

阿部

恒久

近代日本の女子教育と共立女子学園

文芸学部教授

福田

收

文芸学部教授

藤田

岳久

6 ／25
（土）
13：00‑15：00

八王子
キャンパス

杉並の閑静な住宅街に位置する旧学生寮の地で、「食・健康」をテーマにした講義
とエクササイズ「手軽に出来る健康体操」を組み合わせた講座を予定しています。
6 月は主に高齢者を対象とした健康についての講座を行います。
9 月は学園創立130周年にちなんだ講座を予定しています。

家政学部准教授

6 ／ 4（土）
13：00‑15：30

6 ／11
（土）
13：00‑15：30

神田一ツ橋
キャンパス

共立女子大学・共立女子短期大学公開講座2016

10／29
（土）
13：00‑16：30

ネット社会の光と影 〜 SNSとペルソナ 〜
ネット社会の光と影 〜情報蓄積と利用の新たな展開〜

詳細は学園HP（http://www.kyoritsu-wu.ac.jp/extension/index.html）でもご覧いただけます。
お問合わせ・資料請求・申込先学生課 共立アカデミー
〒101‑8437 東京都千代田区一ツ橋2‑2‑1（共立女子大学・短期大学4号館1階）
TEL 03‑3512‑9981
FAX 03‑3237‑2858
E-mail ka-info@kyoritsu-wu.ac.jp

紫縮緬地草木流水軒端模様小袖

共立女子大学コレクション

江戸時代・19世紀
学園創立130周年となる本年の秋には、いよいよ新
2号館地下の共立女子大学博物館が開館となります。現
在開館にむけてさまざまな準備が進められていますが、
その一つが開館記念展のための企画立案と展示作品の
選定などです。
開館記念展では、本学コレクションの中でも中心を
なす江戸時代の女性の服飾類から特に名品を選び、当
時の女性の暮らしぶりをしのばせる室内調度品や装身
具を添えて、展示する予定です。
今回は開館記念展で展示予定の武家女性の着物を紹
介いたします。紫根で染められた濃い紫の縮緬地に、
糊防染で白抜きにした部分に色挿し、またその他の部
分には刺繍を加えて模様を表しています。近景には水
辺の建物を中心とした風景を、遠景には霞の間から覗
く松と桜を表しています。
このように幾分定型化した表現で表される風景模様
は、江戸時代の武家女性の日常着に多く見られますが、
しばしば風景中に配された器物や点景で文学的主題を

発行

学校法人

共立女子学園

東京都千代田区一ツ橋2‑2‑1
TEL 03（3237）2838・2817
kohop@kyoritsu-wu.ac.jp

公式facebookページ

暗示することがあ
り ま す。 本 作 品 で
は、松・藤枝・建物・
檜扇の部分は、
『源
氏物語』の「藤裏葉」
を、 ま た 杜 若 と 流
水を配した部分は、
『伊勢物語』の「東
くだり」を表してい
ると考えられます。
この作品では文
学作品が典拠とさ
れ て い ま す が、 能
に主題をとるもの
もあり、武家女性の文芸的な教養を背景に制作された
意匠であることから、一般にこのような小袖模様を「文
芸意匠」と呼んでいます。
（家政学部教授 長崎 巌）
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