
１．本学の目的の変遷

(1)戦前・戦中

図１の学園の系譜に示すように、本学は学校の

形態を変えながら今日に至る。本学目的の変遷を

公文書
　１）

に見られる学校設立、規則改正や学校の

変遷に伴う学校の目的を抜粋しながら明らかにす

る。創設時の学校を引き継いでいるのは短期大学

保健体育学科であり、大学は新しく設置されたも

のである。

本学は明治３５（１９０２）年５月１０日に女子体操教

員を養成するための日本初の女子体操学校として

創設された。当時、女子高等師範学校と日本体育

会体操学校教師であった遊戯研究者高橋忠次郎
　２）

により設立されたが、公文書上の設立者は山崎周

信であった。高橋忠次郎は私立東京体操伝習所

（官立体操伝習所廃止後設立されたもの）と東京唱

歌専門学校を卒業、日本遊戯調査会を設立し遊戯

の研究を行っていた。遊戯とは今日のスポーツと

ダンスに相当するが、女子に相応しい遊戯は唱歌

遊戯、行進遊戯などと称されたダンスに相当する

遊戯であった。高橋は１９００（明治３３）年には『音

楽応用女子体操遊戯法』を著し、体操遊戯に音楽

を応用した研究、実践を行っていた。本学の設立

は外国の遊戯を導入したり、新しい遊戯を作った
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時、生徒に踊ってもらうための日本遊戯調査会の

実験学校の意味も持っていた。

１９０２（明治３５）年５月１０日に私立各種学校とし

て東京府知事から認可を受けた。

設立者山崎周信から出された学校設立願（明治

３５年４月２３日）設立要領１目的には「女子師範

学校高等女学校女子小学校ノ女子体操教員ヲ養成

スルコトヲ以テ目的トス」とあり、学校規則第１

章総則第１条では「本校ハ体操専門ノ学科術科及

女子必須ノ学科ヲ教授シ女子体操教員ヲ養成スル

所トス」としている。本学は明確に女子体操教員

を養成するための学校であった。

私立東京女子体操学校は、同年１１月２２日に私

立東京女子体操音楽学校と改称する。これは、創

設時から看板も掲げていたが、認可申請をするも

のの、認可が得られなかった私立東京女子唱歌学

校と合わせたものである。

校名及規則書変更願（明治３５年１１月２２日）の

私立東京女子体操音楽学校規則第１章総則第１条

に「本校ハ体操及音楽ヲ教授シ女子教員ヲ養成ス

ル所トス」とある。体操と音楽を教授して女子教

員を養成する学校となる。設立当初からの高橋の

考えによる。しかし、１９０６（明治３９）年１２月に設

立者、校長であった高橋忠次郎は、遊戯研究のた

め渡米した。１９０５（明治３８）年１１月に文部省に提

出された体操遊戯取調委員会報告が遊戯よりも体

操を重視し、体操も普通体操ではなく、スウェー

デン体操を認めることになったことが渡米を決意

させたと考えられる。藤村トヨは１９０４（明治３７）

年４月に女高師の恩師高橋に呼ばれ、本学に奉職

している。

１９０７（明治４０）年３月２１日に校長高橋忠次郎代

理山本祐吉から出された学校規則改正願第１章総

則第１条では「本校ハ女子ニシテ体操及音楽科教

員ヲ養成スルヲ以テ目的トス」と、体操と音楽科

教員養成の学校となる。

渡米中の高橋からの委任で１９０８（明治４１）年２

月２１日に藤村トヨは設立者として加入し、高橋と

２名の設立者となり、１９０９（明治４２）年３月２４日

に高橋が外れ、藤村トヨのみとなる。１９４４（昭和

１９）年３月３１日に東京女子体育専門学校となっ

てからは財団法人東京女子体育専門学校理事長と

なり（その後学校法人藤村学園理事長）１９５５（昭和

３０）年１月１８日の逝去まで約４７年間その任にあ

った。

校長藤村トヨが１９０８（明治４１）年２月３日に東

京府知事あてに提出した規則改正許可願の私立東

京女子体操音楽学校規則第１章第１条は「本校ハ

女子ニシテ体操遊戯及音楽科教員タラントスル者

ヲ養成スルヲ以テ目的トス」としている。

今日「体育科」と称する学科は１８７３（明治６）

年から１９４１（昭和１６）年まで「体操科」と称して

おり、体操科で体操や遊戯を教えていたが、この

時の改正では遊戯を加えている。ダンスに相当す

る唱歌遊戯、行進遊戯などは、女子に相応しいと

して中等教育以上では女子のみに課されたから、

女子体育教師が担当することが多く、女子体育教

師にその教授能力が要求された。

１９４３（昭和１８）年２月８日に文部大臣に提出し

た東京女子体操音楽専門学校設立認可申請は１９４４

（昭和１９）年３月３１日に東京女子体育専門学校と

して認可された。私立東京女子体操音楽学校は廃

止された。認可申請（添付書類） （１）設置理

由書並設置要領１．理由には、「従来東京女子体操

音楽学校ニ於テハ二ヶ年ノ課程ヲ以テ女子中等学

校体操科教員ヲ養成シ聊カ国家目的ニ副ハンコト

ニ務メシガ現在ノ国家ノ実情ニ鑑ミレバ一層ソノ

程度ヲ高メ指導者トシテ資質ヲ向上セシムルノ要

切ナルモノアリ，並ニ従前ノ東京女子体操音楽学

校ヲ拡充シ，専門学校令ニ依ル指導者養成学校ト

シ体育ニ関スル高等ノ学術ノ理論及実地ヲ教授シ

併セテ人格ヲ陶冶シ国体観念ノ涵養ニ努メテ以テ

一層高次ノ女子体育ノ指導ニ当タラントスル人材

ヲ養成セントスルモノナリ」と、専門学校令によ

る高次の女子体育指導者を養成しようとしている

ことがわかる。このころ、極少数の女性が大学に

入学した例はあるが、女子は大学には進学できな

かった。高等女学校卒業後の進学先は女子高等師

範学校か専門学校に限られていた。

提出された東京女子体操音楽専門学校校則第１



章目的第１条は「本校ハ『教育に関する勅語』聖

旨ヲ奉体シ専門学校令ニ依リ体育二関スル高等学

術ノ理論及実地ヲ教授シ併セテ人格ヲ陶冶シ国体

観念ノ涵養ニ務メ女子中学校体操科教員ヲ養成ス

ルヲ以テ目的トス」であったが、併セテが削除さ

れ、操が訂正されて認可された。１９４１（昭和１６）

年に学科名は体錬科となっていたからである。

（２）戦後

戦後、教育制度改革により、従来の大学、専門

学校、師範学校、高等師範学校等は新制の大学、

あるいは短期大学となった。当時、体育科を設置

していた３校の女子高等師範学校は、１９４９（昭和

２４）年に大学となった。広島女高師は共学の広島

大学となり、東京女高師はお茶の水女子大学、奈

良女高師は奈良女子大学となった。日本体育専門

学校女子部は同年、共学の日本体育大学となった。

女子専門学校の場合、女子短期大学となる場合が

多く、旧制の体育に関する女子専門学校２校いず

れも１９５０（昭和２５）年に女子短期大学となった。

そのほかに中京高等女学校家事体操専修科が中京

女子短期大学体育科となった。この時、新設２校

を含んで５校の体育を学ぶことができる女子短期

大学が認可された。

１９５０（昭和２５）年３月１４日に東京女子体育短

期大学設置が文部大臣により認可された。

東京女子短期大学学則第１条には、「本学は保健

体育に関する深い研究教授を行い、有能な指導者

を養成すると共に、良き社会人を育成することを

目的とする」とあり、従来は教員養成のみを目的

としていたが、「良き社会人」を育成する目的が加

わった。１９６８（昭和４３）年２月３日に幼児教育科

が設置され二科を擁する短期大学となった。設置

要項記載の目的または事由には、「本短期大学は永

年に亙り体育の研究並びにその指導者の養成に専

念し、国家社会に貢献すべく努力してきたが、体

育の重要性は既に幼児期に始まるを以て、ここに

本短期大学の建学の精神に則り、体育を中心課程

におく幼児の全教育の研究教授を目的とする幼児

教育科を新設することにより、この分野に寄与し

ようとするものである」と述べている。

藤村トヨは１９２５（大正１４）年１月に井乃頭幼稚

園を設置し、１９６２（昭和３７）年に大学が開校し国

立に移転するまで経営していた。体育だけでなく、

幼児教育にも携わっていたのである。幼児教育科

設置により短大の学則は改訂された。東京女子体

育短期大学学則第１章大学の目的及び使命第１条

「本学は保健体育並びに幼児教育に関する研究、教

授を行い、有能な指導者を養成すると共に、健全

な良き社会人を育成することを目的とする」と、

幼児教育が加えられた目的となった。５年後の１９

７３（昭和４８）年１月２７日に幼児教育科を廃し、児

童教育学科を設置した。幼稚園教諭と保母の養成

から、幼稚園教諭と小学校教諭養成への転換であ

った。これにより学則も改訂された。東京女子体

育短期大学学則第１章総則第１条「本学は保健体

育並びに児童に関する研究、教授を行い、有能な

指導者を養成すると共に、健全な良き社会人を育

成することを目的とする」と、幼児教育が児童に

置き換えられ、現在に至る。この時、保健体育科

は保健体育学科と改称された。私立東京女子体操

学校から東京女子体育短期大学に至る系譜に加え

て、１９６２（昭和３７）年１月２０日にわが国初の女子

体育大学として、東京女子体育大学が設置された。

東京女子体育大学学則第一章総則第一条では、

「本学は保健体育に関する深い研究教授を行い、有

能な指導者を養成すると共に、健全な良き社会人

を育成することを目的とする」とあり、この第一

条は１９７１（昭和４６）年に「研究教授」が「研究・

教授」に改められただけで現在も一貫して変わら

ない。

以上述べてきたように、学校の目的は女子体操

教員養成から、体操と音楽教員養成へと拡大した

後、体錬科教員養成のみに戻った。戦後になって、

研究教授を行い、指導者を養成するだけでなく、

健全な良き社会人を育成することを目的に加えた。

研究教授と指導者養成の内容は、保健体育のみか

ら、幼児教育を加えた後、幼児教育を児童教育に

改めて現在に至る。藤村トヨに引き継がれた学校

は学校制度の確立のなかで、体操も音楽もという
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ことは認められなくなり、初期の目的の音楽教員

養成は他の音楽学校へと譲った。しかし、今日も

大学、短大保健体育学科も音楽を必修科目として

おり、創設の目的を守っている。幼児教育を加え、

それを児童教育へと発展させたのはトヨの逝去後

であるが、その理念はトヨによりもたらされてい

ると考えられる。

２．大学要覧等にみる「建学の精神」の
記述の検討

（１）建学の精神とは

「建学」とは、「学校を創立すること
　３）

」「（教育

の理念を掲げ）今までに無かった学校を新たに作

ること。『－の精神 』
４）

」であり、「精神」とは、「物

事の根本的な意義。理念。『建学の－ 』
５）

」、「何かを

支えている、根本的なもの
　６）

」である。したがっ

て、「建学の精神」とは、学校を創立し存続させて

いる根本的な教育理念である。

国・公・私立大学では、学校史や大学要覧、大

学ホームページ等で大学の「建学の精神」を謳っ

ている。さらに、近年は大学機関別認証評価が始

まったため、「建学の精神」をさらに重視しようと

する動きがある。国・公・私立大学（短期大学を

含む。）及び高等専門学校は、７年以内ごとに、文

部科学大臣が認証する評価機関（認証評価機関）

の実施する評価を受けることが義務付けられたか

らである。大学機関別認証評価は学校教育法第６９

条の３第２項に基づき実施され、教育研究水準の

向上に資するために、教育研究、組織運営及び施

設設備の総合的な状況が評価される。この評価は

１１の基準があるが、基準１は「大学の目的」であ

り、大学の目的が明確に定められていること、「目

的が、大学の構成員に周知されているとともに、

社会に公表されていること」と定められている。

さらに、趣旨の説明のなかで「各大学は、それぞ

れが持つ設立の理念、歴史、環境条件等を踏まえ

た上で、その大学の機関としての目的を明確に定

めていることが必要です
７）
」と説明している。

大学の設立理念は多様である。特に私立大学で

は設立者や設立団体の理念により教育され、特色

を持っている。本学の場合、実際の創設者高橋忠

次郎の理念を引き継ぎながら、実質的な創設者藤

村トヨの理念を基盤として教育されてきた。

（２）大学要覧等にみる「建学の精神」の記述の

検討

「建学の精神」を知らせる方法は多い。日々の

教育そのものがその方法であり、学園史の発行、

教員や学長、理事長の言葉の端々に現れる。本学

の「建学の精神」は受験生向けの大学案内や大学

要覧等の冊子、学生向けの学生便覧に簡単にまと

めてある。ここでは、近年２７年間の大学案内や大

学要覧等冊子８）の記述から、「建学の精神」と藤村

トヨがどのように記述されてきたのかを検討する。

冊子は大学と短期大学共通のものである。冊子名

はしばしば変更しており、冊子名を構成する記述

の変遷を箇条書きで整理しておく。

１９８２（昭和５７）年度から１９８５（昭和６０）年度

和文大学・短大名、年度、

１９８６（昭和６１）年度から１９９４（平成６）年度

和文大学・短大名、年度、大学要覧

１９９５（平成７）年度から１９９７（平成９）年度

和文大学・短大名、年度、college guide

１９９８（平成１０）年度以降

和文大学・短大名、年度、college ＆ junior

college guide

冊子名の変遷と内容の変遷は一致しておらず、

内容もしばしば変更している。

１９８２（昭和５７）年度から１９８５（昭和６０）年度の

冊子では「本学の沿革と特色」のページで、「藤村

トヨと建学の精神」のタイトルで各年度同じ記述

で以下のように述べている。

「藤村トヨと建学の精神　本学の伝統の基礎を

確立した人は、女子教育の先駆者としてつとに知

られた藤村トヨである。女子教育のほとんどかえ

りみられなかった明治末に、女子教育、特に女子

体育の緊要を訴え、本学の学長として、誠・信・

勤・和・忍の教育精神を基調とし、強健な身体と

豊かな情操とを兼備した優れた女子体育教育者の
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育成に全生涯を捧げた。この建学の精神は、本学

の学風として今日も堅持されている。」

本学の伝統と基礎を確立したのは藤村トヨであ

り、「誠・信・勤・和・忍の教育精神を基調とし、

強健な身体と豊かな情操とを兼備した優れた女子

体育教育者の育成に全生涯を捧げた」ことを建学

の精神としている。これは、近年は唱えることは

ないが、かつては毎日唱えていたという校訓をも

とにしている。今日でも大学大会議室に掲げてあ

るトヨが帰依していた曹洞宗大本山總持寺新井石

禅老師書（大正１３年）になる校訓をもとにしてお

り、妥当な記述であろう。校訓は本研究浅見の

「禅を通した教育実践―寮生活を中心に―」の項で

述べられる。

１９８６（昭和６１）年度から１９８８（昭和６３）年度ま

で、「建学の精神」のまとまった記述はないが、最

初のページの一部に「身体と精神のバランス、こ

れは本学の基礎を確立した藤村トヨの教育思想で

もあり、現在も本学の教育理念として受け継がれ

ております」と記述されている。

１９８９（平成元）年には「建学の精神」も藤村トヨ

の記述も見られない。

１９９０（平成２）年度から１９９６（平成８）年度は学長

の言葉のなかで「本学の実質的創立者はわが国女

子体育の先覚者である藤村トヨ先生であります。

先生の建学の精神は、自ら学生と寝食を共にする

全寮制の家族的な生活教育であり、その教育信条

は、誠実、親和、忍耐であり、質実として情熱に

燃えた、礼儀正しい女子体育指導者の育成であり

ました。」と記述している。先の記述と比較すると、

全寮制の家族的な生活教育であったこと、質実で

礼儀正しい女子体育指導者の育成が加えられてい

る。後で浅見の担当で国立移転前、吉祥寺時代の

寮生活について述べるが、かつて本学は全寮制を

とっていた。この記述も妥当なものであろう。

１９９７（平成９）年度から２００１（平成１３）年度まで

は再び「建学の精神」も藤村トヨ記述もなくなる。

２００２（平成１４）年度、２００３（平成１５）年度は学

園の歴史の記述のなかで、トヨが設立者として加

わったことなどを記述するのみである。

２００４（平成１６）年度は理事長の言葉のなかで

「（前略）学園の実質的な創立者である藤村トヨ先

生は（中略）半世紀にわたり、しかも太平洋戦争

の困難な時期と戦後の食料・物資の不足な時代を

乗り切って、まさに渾身（こんしん）の努力を女

子教育・体育のために注いでくださいました。（中

略）藤村先生は学生寮で学生と共に生活されて、

その中で誠実・信愛を、またお互いの助け合いの

中で自治の精神を身につけさせて下さいました。

（中略）５０年近い女子教育の実践の中で、藤村先

生が究極に練り上げた理念は国民体位の向上であ

ります（後略）」との記述が見られる。この記述を

先の記述と比較すると、藤村先生は太平洋戦争中

も戦後の困難な時期も乗り切ったこと、究極に練

り上げた理念は国民体位の向上であったことが加

わっている。これらも妥当な記述であろう。体位

とは姿勢や体格や健康の程度である。特にトヨは

その著作からみると、健康な日本人を作ることに

力を注いでいた。

２００４（平成１６）年度と２００５（平成１７）年度は１

頁目の下方に極小さな文字で「本学の実質的な創

始者・藤村トヨ先生の建学の精神は、家族的な生

活教育にあり、誠実、信愛、忍耐を基軸にした質

実にして情熱にあふれる、女子体育指導者の育成

を教育信条としました。その精神を生かして、本

学は女子体育と児童教育の指導者育成のために、

教師と学生の心の交流を深める人間教育を中核と

しています」と記述している。この記述は１９９０

（平成２）年度から１９９６（平成８）年度学長の言葉

のなかの記述を元に、短くしたり、「親和」を「信

愛」に変えるなど、部分修正をしたりした上で、

児童教育が加えられた最後の一文を加えている。

２００６（平成１８）年度以降現在までのものには、

１頁目最初に「建学の精神」のタイトルで以下の

ように記述されている。

「日本の女子体育の先駆けとして、一世紀にわ

たって社会に貢献してきた本学は、『心身ともに健

全で、質素で誠実、礼儀正しい女子体育指導者の

育成』を建学の精神としています。

藤村トヨの女性観、教育観に基づいたこの精神
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は、『女性の特性に配慮し、女性の感性を生かした

体育の実践』を最も重視しています。

藤村トヨは当時の医療・身体矯正的なスウェー

デン体操を批判、リズム体操を日本に初めて導入

しました。音楽と運動の調和を目指したリズム体

操は、器械運動と並んで『ドイツ体操』として本

学に定着し、後の学園発展の大きな基盤となり現

在に至っています。

また、健康の秘訣としトヨが提唱した『腰伸ば

せ即腹の力』の教えは、単なる姿勢保持にとどま

らず、事における精神的構えとして、多くの人達

によって継承され、今も本学を象徴する教訓とし

て学生に伝えられています。

『巧言令色』を嫌った藤村トヨは禅の考え方を

教育に取り入れ、思慮深くて高潔な人格形成を目

指しました。学生と寝食を共にしながら２４時間の

全人教育を実践し、座禅や学習はもちろん、生活

の雑務や作業まで学生と一緒に動くことを心がけ

ました。師弟が同じ世界を共有しながら共に成長

を図るこの教育哲学は、まさに本学の教育信条と

して学生指導の大きな指針となっています。」

この記述は今回調査したものの中では最も長い

記述でより、詳しいものとなっている。藤村トヨ

や「建学の精神」を大切に守って行こうとする現

れとみることができ、評価できる。本研究で述べ

ようとするトヨの教育理念の幾つかに触れられて

おり、ほぼ妥当な記述であろう。

しかし、「リズム体操」の定義は多様であるが、

トヨが「リズム体操」を初めて日本に導入したと

の記述は検討すべきであろう。ヨーロッパでは２０

世紀に入ると、これまでの形式的、鋳型化したシ

ュピース・マウル方式の体操を改革しようとする

体操改革運動が起きた。改革された体操を新体操

とも呼ぶ（新体操競技とは異なる）。体操改革運動

は４つのグループに分けることができ、そのうち

の一つが一般的に「リズム体操」と呼ばれる。ダ

ルクローズとボーデは別の発想から「リズム体操

を展開した
　９）

」とされる。トヨが最初に欧州に学

んだのは１９２８（昭和３）年であり、「其間妹の伊沢

エイを独逸に呼んでボーディ、ヴィグマン氏等の

運動を研究した
　１０）

」と述べている。しかし、東京

女子高等師範学校附属小学校訓導三浦ヒロは、１９

２３（大正１２）年１０月に日本を出発、１９２６（大正

１５）年２月に帰国するまで欧州で、体操、ダンス

を学び日本に導入し、指導、著書の出版をしてい

る。「留学した当時ヨーロッパ体操界は、新体操の

興隆期にあたり、ヒロもDnucan，L．Laban，R．

Dalcroze，E．Bode，R．Mensendiek，B．Mary

Wigmanらの美的体操や舞踊に多く接した
　１１）

」とあ

る。また、トヨは多くの著作のなかで、「リズム体

操」の表現は用いず、「律動運動」や「律動体操」、

「リズミカル運動」を用いている。また、トヨはリ

ズミカルな運動は１９０２（明治３５）年の創設当初か

らと評価しており、「本校は（中略）高橋忠次郎氏

が設立せしもので日本に於て女子の體操教員養成

の嚆矢であるのみならず、體操と音楽とを兼修し

て女子に音楽のリズミカルを運動に融和せしめん

とした事はドイツに於ける、ダルクローゼにも率

先して居る
　１２）

」と述べている。したがって、この

点からもトヨがリズム体操を日本に初めて導入し

たということにはならない。また、後で長谷川が

「藤村トヨの提唱した体操」の項で述べるように、

器械運動と「ドイツ体操」は並列されるものでは

ない。

さらに、トヨは「巧言令色」を嫌って禅を取り

入れたとあるが、後の阿江の「藤村トヨの女性観

と女性教育」、早瀬の「藤村トヨと禅ー当時の学生

生活に活かされた禅ー」の項で述べるように、ト

ヨは「多弁」を嫌っており、「『多弁と巧言令色』

を嫌った」にすべきであろう。

以上のように、冊子はその名称も内容も変化し

ている。入試関係者部署が作成したり、委員会を

作って作成したりしてきたようであるが、対外的

には大学を代表するものになる。特に、今回概観

した２７年中、藤村トヨと「建学の精神」がまとま

って記述されていたのは当初の４年間と近年の３

年間のみであった。中間の２０年間は全く記述され

ない年度、部分的な記述のみであったり極小さい

文字であった。このことは私学の特色ある教育理
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念である「建学の精神」と実質的な創設者である

藤村トヨが等閑視されてきたと言わざるを得ない

であろう。しかし、前述したように、文部科学大

臣が認証する評価機関（認証評価機関）の実施す

る評価を受けることが義務付けられ、基準１で目

的が評価されるようになったためか、ここ３年間

は検討すべき記述はあるものの、藤村トヨと「建

学の精神」がまとまって記述されていることは喜

ばしいことである。

注

１） 学園史編纂委員会、藤村学園関係史料Ⅰから

Ⅵ（東京女子体育大学紀要第４号から９号、

１９６９年から１９７４年所収を用いた。）

２） 掛水通子、高橋忠次郎に関する歴史的研究

（１）－東京女子体操音楽学校の創立者とし

て、東京女子体育大学紀要　第１４号、１９７９

年．p．１－１８．

３） 新村出編、広辞苑第三版、岩波書店：東京、

１９８３年.  p．７６４.

４） 柴田武ほか編、新明解国語辞典第６版、三省

堂：東京．２００７年．p．４５７．

５） 新村出編、前掲書３）、p．１３２３.

６） 柴田武ほか編、前掲書４）、p．８０３．

７） 独立行政法人大学評価・学位授与機構（２００７）

大学評価基準（機関別認証評価）付　選択的

評価事項平成１６年１０月（平成１８年５月改訂）

独立行政法人大学評価・学位授与機構p．１．

（http：//www．niad．ac．jp ２００８年１月１日

検索）

８） 手持ちの以下の冊子を用いた。

藤村学園東京女子体育大学東京女子体育短期

大学（大学案内冊子）１９８２、１９８３、１９

８４、１９８５

藤村学園東京女子体育大学東京女子体育短期

大学、大学要覧、１９８６、１９８７、１９８８、１９８

９、１９９０、１９９９

学校法人藤村学園東京女子体育大学東京女子

体育短期大学 college guide 、１９９５、１９９６、１９９

７学校法人藤村学園東京女子体育大学東京女

子体育短期大学 college ＆ junior college guide

１９９８、１９９９、２０００、２００１、２００２、２００３、

２００４、２００５、２００６、２００７、２００８

９）岸野雄三編著、体育史講義、大修館書店、１

９８４年．p．１１１．

１０）藤村トヨ、私の歩んで来た道（三）、学校体

育、１９５１年１０月号（１９９４年復刻版、p．２０．）

１１）国枝タカ子、「ダンスによる児童中心主義の

実践　三浦ヒロ」女性体育史研究会編、近代

日本女性体育史－女性体育のパイオニアた

ち－日本体育社、１９８１年．p．２０３．

１２）藤村トヨ、十年計劃の第二目回の歐洲視察の

所感、健康の女性会、１９３０年．pp．２３－２４．

11




