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【河野学園創立 90 周年特別企画】

下関短期大学同窓生座談会
　　タカ先生の思い出と開学当時の家政科を振り返って　　

（１期生）西村良子・河野光子　（４期生）古屋トシエ　（５期生）中村きみえ

【はじめに　　参加者紹介　】

高杉：本日は、ようこそ本学にお越し頂きました。お集まり頂きましたのは、下関短期大学

（当時は「下関女子短期大学」、平成 13 年名称変更）をご卒業なさいました 3 名です。初顔合

わせですので、卒業順にご紹介いたしますと、昭和 39（1964）年家政科ご卒業の 1 期生　西

村良子様（旧姓：小松）、昭和 42（1967）年家政科食物栄養専攻ご卒業の 4 期生　古屋トシエ

様（旧姓：村井、桜山会同窓会現会長、平成 19 年度～ 23 年度：本学栄養健康学科講師、平成

28 年度現在下関短期大学付属高等学校指導員）、昭和 43（1968）年家政科食物栄養専攻ご卒業

の 5 期生　中村きみえ様（旧姓：青崎、桜山会同窓会前会長）です。また後程、1 期生（本学

家政科卒業生）であり、本学特任教授である河野光子先生が来られる予定ですので、予め、ご

了解頂けると助かります。

【河野学園創立 90 周年】

　さて、皆様がご存知の通り、今年（平成 28 年）は、河野

タカ先生による河野学園創立から 90 周年にあたります（写

真 1）。そのため記念行事として、去る 10 月 15 日（土）午

前中、本学園の体育館にて「学園創立 90 周年記念式典」を

挙行させて頂きました。当日は、来賓として桜山会会長（古

屋トシエ会長）にもご出席いただき、ご祝辞を頂き感謝して

おります（図 1）。また、学園創立 90 周年は、下関短期大学

の開学 55 周年でもあります（当初は「下関女子短期大学」、

平成 13 年より「下関短期大学」と名称変更）。短大では毎

年、学内の教育・研究成果を発表する場として『下関短期大学紀要』を編集・発行しておりま

すが、学園創立 80 周年の折に、紀要がより広い教育・研究発表の場となるよう紙面レイアウ

開催日時：平成28年（2016）10月25日14時～16時　　開催場所：河野学園本館　桜山会会議室

司会者：高杉志緒（下関短期大学一般教育科）　録音：福原みゆき（下関短期大学栄養健康学科）

写真１　創立者　初代理事長・学
長　河野タカ先生（明治 24 年

（1891）生～昭和 55 年（1980）没）
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図１　同窓会桜山会　古屋トシエ会長「河野学園創立 90 周年記念式典　式辞」
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トを刷新して「河野学園創立 80 周年記念号」を発行させて頂いた経緯があります。そこで今

年度は、「河野学園創立 90 周年記念号」として『下関短期大学紀要』35 号を発行し、特別企

画として、卒業生の方々による座談会の開催・記録の掲載を紀要編集委員会で思い立ちまし

た。学園は、90 周年にあたり記念パンフレット、すなわち刊行物を作成しており、インター

ネットの短大ホームページにも「本学の理念」や「本学のあゆみ」が掲載されているので、教

職員や学生・生徒は、年表や写真をみることはできますが、当時の学生生活を体験なさった

方々の生の声を伺う機会はほとんどありません。また、創立者である河野タカ先生と直接面識

がある現職の教職員も数少なくなって参りました。

　そこで本日は、開学当初に学生生活を送った皆さまから、河野タカ先生との思い出や学生生

活などを伺いたいと思います。これは、本学園の歩んだ記録を次の世代につなげるだけでな

く、下関市における女子教育の姿を記録に残し、後世に伝える一助にもなるのではないかと考

えております。固いことばかり申しましたが、当時の様子を気楽にお話し頂ければ幸いです。

どうぞ宜しくお願いします。

【短大入学から現在まで

　　1 期生　西村良子氏のお話　】

高杉：それでは、1 期生の西村良子様、入学の経

緯を含めてお願いします。

西村：今日はよろしくお願いします（写真 2）。

実は、私は当初、国立大を受けて駄目だったの

で、もう就職しようと思ってました。ちょうど 1

期校の 2 次試験のときにたまたま私の国語の担当

の先生だった方が「新しく下関に女子短期大学ができる」と

言われました（図 2）。親も「せっかく勉強してきたんだか

ら 2 年 1 期行ったら」ということになりました。同じ高校か

ら友人も 3 人いましたから小野田から毎日電車に乗って通っ

たのも楽しい想い出です。通学路は道が狭くて坂があって結

構きつかったなと、そういう印象は今でも覚えております。

1 年目の学友会長は山中（旧姓植田）由美子さんで、2 年生

になって私が受けたと記憶してます。卒業時には「この短大

に残ったらどうか」という話もあったんですが、当時担任の

梅田先生から「小松さん、生活改良普及員制度といって農山

漁村・地域の生活・福祉の向上を目指して県が公募している

写真２ １期生　西村良子氏（平成28年10月25日） 

図２　昭和37年度開学当初の
「学生募集」ポスター
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からその国家試験を受けたらどうか」と言わ

れて受験しました。更に県職員の採用試験を

受けて、県庁や県の出先機関（農林事務所）

で 37 年勤めました。卒業後すぐ就職して 22

歳で結婚して夫の協力も得て 3 人の子供の育

児をしながら農林水産業の分野で働きまし

た。退職後、萩市のお隣で夫の故郷、阿武町

に戻りました。阿武町は 3511 人 1648 世帯の

小さな町ですが、唯一平成の大合併で合併し

なかった町です。義母の介護もありましたが、戻ってから 7 年目に、私の先輩が町会議員を

しておりまして、後継者は誰かいないか、と女性を一生懸命探しておられました。彼女から、

「この道を切ってはいけない、誰かが繋がないといけない」と伝えられ、何にも分からないま

ま恐れも知らずに　　今思えば、本当に知らなかったから出来たのかなと感じますが　　現在

まで町会議員をしております。今は 3 期目、来年 11 月で 3 期目を終えますので、それまで精

一杯務めようと思っております。私が嫁いだ先が農家でして未だに田んぼ 1 町 6 反、キウイと

ブドウハウスを少しいらって忙しい。小さな町ですが、議員活動してあとは我が家の農業やら

地域の活動などに毎日出ています。

　私は昭和 39 年に卒業して 52 年目になりますが（写真 3）、それから何かの集いで 1 度来て

いますが、それっきりご無礼をおかけしました。今日は初めで最後かもしれないから是非行っ

て学校も見たい、後輩の方のお話も聞きたい、そういう思いが強くて、参加させていただいた

ということでございます。

高杉：貴重なお話をありがとうございます。本当に胸がいっぱいになりますが続けさせていた

だきます。

【下関河野学園中学校・高校から下関女子短大へ　　４期生　古屋トシエ氏のお話　】

高杉：卒業の順番で言えば古屋トシエ様が 4 期生（昭和 40 年入学）になりますが、河野学園

とのつながりは中学校（下関河野学園中学校、昭和 22 年開校～昭和 45 年閉校）からと伺いま

した。入学の動機からお願いします。

古屋：中学校の時は私は何も分からずに入学しました（写真 4）。大坪に住んでいましたが、

どこに学校があるのか近いところにあったのに分からずにいました。私は山口県の大島郡から

出てきまして家族は父親の友達を頼りに来たのが最初でした。今思い返すと母親は日本で育っ

てなかったので日本の女学校に憧れていたのかなと思うのと、ここに女学校があるというこ

とと、私のうちのお隣に警察に勤めていらした方のお嬢さんがよく「ミシンを貸して」と来

写真３　下関女子短期大学第１期卒業生
　（昭和39年３月）
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られていて　女学校の宿題だと思うのですが　母もそれを知っていまし

た。私も物を作ったり編んだりするのが好きだということ、自分も女学

校というものへの憧れもありました。兄弟は 4 人で私を除いて全部男の

子で、隣近所見渡しても男の子ばっかりだったんです。そのなかで女の

子らしい教育を与えようと親として思ったのかなと今になって思うので

す。ご縁があって母親はここを選んでくれたので私が来たのでした。中

高一貫校ということで小さな中学だったんです。中学は義務教育ですか

ら義務教育から私立に行く人は少ないと思うのですが、縁があって来ま

した。

　来たときは、縦割りの学校で、あまり競争心はなかったように思いま

す（図 3）。上級生をお姉さんお姉さんと慕って、一緒に授業をなさる

先生もおられたし、高等学校の先生が来られたこともありました。高等

学校はすごく近い距離にありましたので、授業が終わっても高等学校で

は運動が得意な方は運動やクラブなどをされていました。私たち中学校

は人数も少なかったので、クラブなんて無い

ですから、みんなでソフトボールをする、み

んなでバレーをする、みんなで何かをすると

いうやり方でした。時々クラブを高等学校と

一緒にさせてもらったりしてました。

高杉：ちなみに中学校の同級生は何人おられ

たのですか？

古屋：13 人でした。小学校の頃は戦後生ま

れですからマンモス校の大人数のなかで育ち

ましたので、ガタンと少ないなかに行った感じでした。割と恵まれていたかなと思うのは先生

方からきめ細やかに教えて頂いたことです。ただ外を知らなかった。他の学校の人は試験がす

ごく厳しくて、上のいい高等学校へ行こうとしてる人もいたじゃないですか。それもなくてた

だ毎日したいことをさせてもらった。その代わりこの前 90 周年記念式典のときにもお話しし

たんですが（図 1）、和裁だとか洋裁だとかに力を入れていて教えてくださった。だから中学

校なのにすごく和裁を教えて頂いた。一番最初はわけも分からず、さらしで肌着を縫うところ

から女物、男物とずっと進んで袷
あわせ

まで中学校で作ったんですよ。中学校のときには高等学校と

同じ本だったか分かりませんけど、こういう風に作るんだという教本があってそれを読まされ

て、先生 2 人でみっちり個人教授みたいな形で教えて頂いたので、裁縫がすごく好きだったで

す。頭の中にもそのときの寸法は未だにある感じです身
み

八
やつくち

口何㎝だとか。そのときはそれなり

図３　｢下関河野学園配置図｣（昭和33年頃）

写真４　昭和30年代の
　下関河野学園校章
　上から幼稚園、中学

校、高等学校
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に楽しかったです。私の家はいろんな親戚がよってく

る家で、近くの中学校の先生も父の従兄弟で「なんで

中学校からそんな私立に行ったの」と言われて、「そん

なものなのかな」と思ったりもしたんですが。

高杉：同級生の 13 人のなかで短大までお進みになった

方はどの位いらっしゃいましたか？

古屋：2 人でした。最初は 3 人だったんですが、1 人は

卒業まで行かなかった。

高杉：当時のことですから、高校卒で就職された方も

多かったと思いますが、高校を卒業して短大へお行き

になろうと思った決定的なことはありましたか？

古屋：そうですね、高等学校のときは普通科に入ったん

ですよ。縫い物が好きだったんですけど家政科もあった

からそっちもと思ったんですが。でもその頃にはいろんな知恵が入ってきて「今から決めなく

ても、もっと先に決めたらいい、一応勉強として普通課程で勉強してた方がいい」ということ

で普通科に入ったんです。普通科に行ったんで和裁はほとんどなかったんです、授業では。た

だ、家政科のほうはいろいろ着る物とか縫ったりして羨ましかったんですけどね。普通科に行

ったから後は進学ということなんですけど、兄弟も 4 人いて、よその大学に行ったら 4 年間あ

るから 4 年あったら親は大変だなと。自分が一番年上だからやはり考えますよね。でもここで

選べるのは家政と栄養士の 2 つだったんですよ、そのときは。開学後、家政専攻と家政科のな

かの食物栄養と 2 つに分かれたんです。私は料理が好きではないということはなかったが、母

は看護婦をしていて家には親戚が沢山来るので、私が料理する当番になるわけです。私が女の

子 1 人だったですから。してるというか、させられているというか、しないといけない気分に

させられて嫌だなという反発もあったんです。でも、よくよく考えたら「私はこれから生きて

いくにあたって料理から逃げたらいけない」と思って。そのときは「栄養士になろう」とも思

わなかったし「栄養士って何？」と思ってたんですけど、「資格ももらえるし料理の勉強もし

てたほうが自分のためになるかな」と単純な思いだったんです。私の高等学校の仲間もけっこ

う栄養士のほうに集まりました。 だから心強かったです。短大時代は楽しかったです。楽し

かったけれどもその頃は勉強が中心でした（図 4）。「あなたたちは勉強するために来たんだか

らアルバイトなんかする暇はないでしょう」と。「しっかりと勉強を 2 年間しなさいよ」とい

う感じで遊びはできなかったです。

高杉：料理に関心はあったので一応お入りになったけれど、まさかそれが一生の仕事になると

は思っていなかった、ということですね。

図４　「本校特典５ケ条｣
（『入学案内』昭和38年）
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古屋：まさか一生の仕事になるとは思ってな

かったですけど、結局はレールの中に入って

しまったということですね。和裁が好きだっ

たけど家政専攻の方には行かないで。家政専

攻のほうはそのころ教員免許の他に免許は取

れなかったです。栄養士専攻に行けば栄養士

と教員免許がありましたから。それでそうし

ようと思ったのと、短大を作るときの過程、

タカ先生が一生懸命にここを作るときの様

子をなんとなしに垣間見てきたというところがあるので入ってみたいという気持ちもあったと

いうことですね。　　

高杉：やはり短大開学前は様子が違いましたか。作るんだという雰囲気がなんとなく生徒さん

達にも伝わっていましたか？

古屋：そうですね。やっぱり先生方も一生懸命でしたし。新しい教室がパーっとできますよね

（写真 5）。そして 1 期生が視察に来て、どうなるのかなと思ってたら、一夜のうちにミシンと

かがダーッと運んできてきれいに整備されてたんですよ。あの時代にミシンとかが何台も並ん

でいるのを見て「うわーっ」てすごい感銘を受けた記憶があります。「先生、どうやってこん

なに集めてこられたのかな」って。

高杉：高等学校の先生もいろいろと尽力してくださったんですね。

古屋：高等学校の先生が必死にされてたんです。だから先生が一生懸命やられてるのが雰囲気

で伝わってるというのがあって「どんな学校になるんだろう」と期待して。そのころは、大学

生というといろんなところと交流があって、いろんな知識を得られて「大学生活というのは今

と違うような世界があるのかな」と思ったところもあるんです。

【長崎から下関へ

　　５期生　中村きみえ氏のお話　】

高杉：ありがとうございました。それでは中村

きみえ様（写真 6 右側）。中村様は 5 期生でら

っしゃいますよね。下関ではなくて長崎県の御

出身ですよね。どうしてこちらに？

中村：仲のいい友達が近所にいてみんなは平戸

の高校、普通科に行くっていって大学も、勉強

したい人ばかりでした。でも私は親戚の人に銀

写真５　校舎増築（旧４号館、昭和37年８月撮影、
この建物は平成26年に取り壊された）

写真６（左側）４期生　古屋トシエ氏、（右側）
５期生　中村きみえ氏（平成28年10月25日）
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行の人がいたので佐世保の商業高校に行って銀

行員になろうと自分では思っていた。卒業する

頃、私の家は父が海運業をしていて、下関が寄港

地でした。それで卒業する前に進学、就職を迷っ

ていたときに父が「下関なら大学に行ってもい

い」と言ってくれたので、下関で探したら梅光学

院と下関短大があった。高校での授業は半分は商

業の授業だったので、簿記、生物、数Ⅰはあった

けど、数Ⅱとか受験に必要な勉強をしていない。

梅光学院は英語とか音楽も必要だったけれど私は苦手で。それでどうしようかと思ったら、下

短は推薦で受けられた。料理も好きで友人のお姉さんも栄養士だったから「ここに行ったら

栄養士になれる」と思って決めた。それで、父・母の希望で寮に入りました（写真 7）。実は、

母が入学式に来たときに学長先生のお話を聞いて。「親御さんが心配をしないように朝は 5 時

半に起床で夜は 9 時消灯、門限も 6 時です。これに耐えられない方はすぐ帰ってください。」

入学式のときの挨拶でタカ学長にそう言われた。「2 年半は男女交際禁止、どうしてもそうい

う友達がほしい方は、よその学校に行ってください。ここは勉学のための学校です。親御さん

が心配しなくていい学校だからそれに合う人だけ残ってください。」と言われた。だから親は

みんなすごく安心して子どもをこの学校に送り込んだと思います。

高杉：ちなみにそれをお聞きになった中村さんは、内心どう思われましたか。

中村：学長先生が私の父のお母さん、祖母にそっくりだったんですよ。もう厳格でしたから。

それこそもう婆ちゃんを見ているような感じだったんで、その怖さが私にとっては魅力的な感

じだった。それに高校の時は 3 年間下宿していましたので料理も下宿先が作ってくれていた。

短大に来て寮に入ったら自分たちでつくる炊事当番もある。色々できて、私にとっては興味

津々でしたが、授業が終わったら 5 時過ぎなんです。門限は 6 時なのにね。5 時過ぎには冬は

もう暗かった。選択授業はなく土曜日が 6 時間。教職の勉強と栄養士の勉強。充実していまし

たね。

【短大開学・草分けの頃】

高杉：中村様は、入学式のタカ先生のお言葉を聞いてもお入りになったということですが、ち

なみにそのお話を聞いて「じゃあもう辞めます」という入学生の方はいらっしゃいました？

中村：いませんでした。いませんでしたけど、寮に入って、寮のいろんな規則を言われて何人

かは反発心から、6 時過ぎに鍵を開けてもらって入ったりする人もいました。

古屋：夏休みになると長い休みのあとはそのまま来なかったりする人もいた。

写真７　旧寄宿舎（昭和36年9月撮影）



『下関短期大学紀要』第35号　2017年 3 月

（9）

高杉：ちなみに当時は 1 学年何人くらいだった

んですか。

西村：33 人。33 人しか集まらなかったという

感じでしたよ。初めての立ち上げで（図 5）。

古屋：私の同期（4 期生）の家政学科は、家政

専攻 45 名、食物栄養専攻 43 名でした。

高杉：1 期生の時はまだ科が 2 つにわかれてお

らず家政科だけだったんですよね。

西村：それともう 1 つ 1 期生の特徴は、学生

が、いわゆるその年の新卒の高校生じゃないん

ですよ。子ども持ちの方が 1 人。それから社会

に出てもう 1 回勉強しようかなと思った方が 2

人、というふうに全部足並みそろった学生では

なかったんです。それでも最初だからというの

もあったんでしょうね。学長先生がお話された

ときの着物スタイルを見て大半の人が「えらい学校に来たな」という感じでした。まだこうい

う先生がいるんだということ。大半の方は高校まで男女共学できていますので、校長先生のお

話はすごく反発がありました。タカ学長さんから授業の中で直接お話を頂く機会が何度かあり

ました。たぶんそれは学長先生も思いをしっかり伝えたいという気持ちがあったからじゃない

でしょうか。『短期大学開学五十周年記念誌』に同期の山中さんも書いておられましたが、学

長先生と直接お話をする機会も何度かありましたね。私、学長先生のところに用事があって行

ったら部屋の入り方から挨拶、歩き方まで全部注意されました。それは私だけではなくてみん

なそうだと思うんです。帰りの車中で話すのは「なんかおかしいよね、今の時代」ということ

で、友人もけっこう抵抗がありました。最初は山中（旧姓植田）由美子さんが学友会の会長を

やられましたけど、この方はよくご存じだったんでしょうね。「いやこの学校は今から作って

いく学校だからみんながつくらんにゃいけん、じゃあどうしたらいいか」というようなお話し

合いが何度もありました。先生もまさにはじめてのこと、私どもも初めてのこと、校風がちょ

っと普通と違うぞというイメージでしたから。先生と学生との関係で川口先生という先生が学

長さんとの間に入って調整をしてくださり、苦労されたと思うんですが、私どもはすごい反発

をしましたね。2 年目のときに学長さんと私、お話を何回かやりました。ほとんどの学生がみ

んな通ってますから男子の大学生、長府にある山口大学の学生さんともけっこう通学の中で知

り合いました。短大主体の桜山祭はまだなかったと思います。河野学園の学園祭はずっと伝統

があったのでお手伝いをしたんじゃなかったかなと。短大そのものがなにかをやったっていう

図５「下関女子短期大学 開学式 落成式 盛大に
挙行」（『河野学園新聞』昭和37年12月20日）
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のは記憶にないです。

古屋：私たちのときも学園祭のなかで短

大はなにをするかという位で、教室を幾

つか頂いてと、そんな感じでした。

中村：私も学園祭はあったように思いま

すけど、すごく内輪で他校も呼ばない。

男性もいっさい来ない、という……。

西村：河野学園の学園祭が主で短大の方

はそれを少し支援する後押しのような

形の参加じゃなかったかなと思います。

古屋：続いてましたよね。高等学校と短大とが陸続きといいますか、建物が続いていて渡り

廊下で続いていたからなにか一体感というのがありましたね（写真 8）。行き来が出来たから。

今は別の棟になっているので若干違う、そういう面もあったかもしれないですね。

中村：寮の新館ができるときに工事をするために高校の教室だったと思うんですが、2 教室を

寮にして。20 名くらい 2 段ベッドでね。

古屋：狭かったですよ、私入らせてもらったことがありますけど。

西村：食物栄養専攻のときは 30 数名でしたかね。その後、栄養専攻とそれから家政専攻と保

育科ができました。

高杉：本当に草分けの時代ですよね。

古屋：模索していろいろこうとかなんとか、これでいいのかっていう感じで。タカ先生もそう

だけど、先生方も新しい学校ということで授業を教えていくのが大変だったかなって思われま

す。

高杉：なるほど、行事は学園祭くらい

で、遠足などはあったんでしょうか。

古屋：ないですよ、そんなものは。で

も、タカ先生と同級生とで鳥取砂丘に

行った覚えがあります（写真 9）。

西村：1 期生はみんなと出掛けるとい

うことはなかったです。

古屋：体育祭は一応あったんですけ

ど、ちょこっと踊りをしたかな、たし

か平家踊りをしました。1 期生の時は

なかったみたい。

写真８　オリンピック記念の校庭人文字「河野」
と当時の学舎（昭和39年）

写真９　在学時に同級生と鳥取砂丘にて（最前列向かって
右から４人目が河野タカ先生、昭和40～41年頃）
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高杉：「とにかく勉強をしに来たんだ」という感じでしょうか。

古屋：「大学ってこんな…」と思ったけど。

【「家政科」の授業風景】

中村：そして、選択授業といっても選択じゃなかったんです。すべてがもう 100％受けなけれ

ばいけない授業だったんです。　

高杉：授業についてお聞きしていいですか。授業は 9 時から何時までだったんですか。

西村：私はそんなに遅かった印象はないですね。ほどほどの時間でみんな帰らないとみんな通

ってますから。6 時も 7 時もってことはなくって、5 時くらいですかね。　

高杉：ちなみに 1 期生の場合は在学時に取れる免許や資格はどうなっていましたか？

西村：中学校教員の免許だけで、他はないですね。

高杉：では授業は被服が中心ですか。

西村：それはいま古屋さんが仰ったように着物は全部縫いました。最初から、男の物まで。タ

カ学長さんが、「将来は、着物が着れる人になるといいですね」と仰っていたのを覚えてます。

そして公式の場では羽織をぱしっと着て決めておられたので、私はその言葉がとても印象に残

ってます。いま着物を着るのは、お茶を少し楽し

むので着るんですけど（写真 10 右側）。そういう

意味で影響はあったと思います。

高杉：なるほど、今日も素敵なお着物でいらっし

ゃいますね……。洋服も作られたんですか。

西村：はい。

高杉：洋服もいろいろありますよね。背広は作る

のが難しいって聞いたんですけど、どういうもの

を作りましたか。

西村：背広はありませんでした。ワンピース、ブラウスなどそんなに難しいのはなかったです

が、やはり和裁がメインでした。そして河野タカ学長さんが、川口先生が教えておられるとこ

ろへのぞきにこられました。ちょこちょこ、「どんなふうに学生がやるかな」と気になられた。

それで違うところは「違うよ」とか。当時は非常に人数も少なかったし、初めてだから、わり

かし学長先生と接する機会は多かったように思いますね。怒られたり、注意もされたり。

高杉：じゃあ結構細かく。授業に来られたら、見回られて。「ここはこうじゃない」とか。

西村：山中さんがいろんな先生とお話しされるのを『50 周年記念誌』に書いておられるよう

に、みんな違うけどそういう機会があったと思います。「怒られた怒られた」と授業のあとに

話したりしてましたから。

写真10　座談会風景（平成28年10月25日）
（左側）古屋氏、（中央）中村氏、（右側）西村氏
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高杉：西村様はそういうことで一通り着物を縫ったりされたのですね。ほかには教員免許は取

られたんですか？

西村：はい取りました。これはほぼみんな取ったんじゃないかな。教育実習も地元の近くの学

校に行きました。郷里の小野田の方へ、最初は一部、下関でやって。私は小野田市でしたから

そこでさせていただきました。1 週間くらいありました。

高杉：短大の 2 年間のうちの 2 週間の実習って大変ですよね。

西村：大変でしたね。教員免許はみんなとって卒業しましたからね。

高杉：そうですか。他のお 2 人の専攻は食物になりますよね。どうでしたか？

中村：ほとんど着物とかは袷も縫ってない。

古屋：ほとんどしていないと思います。短大では家政科のなかではありましたが、栄養専攻の

なかではほとんどしていません。

中村：ウールの着物を縫いました。それくらいであとはないですね。洋服もないですし、その

他の着物もないし。

【初代学長　河野タカ先生】

古屋：学長先生はあまりお顔は学校には

出さなかったです。なんかの式典だとか

いろんなときは来られたんですけど、毎

日お顔を見せるということは短大ではな

かったです。

中村：東京のほうに何度もお行かれで

（図 6）。いろいろ文部省との交渉とかが

あっていつも佐々木具慶先生と一緒に

日帰りでした。東京まで。夜行で行って

用事を済ませたら、また夜行で帰ってく

る。そんな感じでした。

高杉：なるほど、保育科（昭和 41 年 1 月設置認可）の立ち上げも大変だったんでしょうね。

西村：あと音楽科（昭和 43 年 3 月設置認可～平成 14 年 3 月廃止）もあったでしょう？

高杉：そうですね、音楽科の立ち上げもありましたのでね。1 期生の方はけっこう親しくされ

て、4 期 5 期になるとタカ先生がお忙しくなり、交流が少なくなったのですね。

中村：私は 2 年のときに寮長をしてたんですよ。そのときに「学長先生が呼んでいる」といわ

れて怒られるとばかり思っておそるおそる行くと「座りなさい、今日はお茶を入れてあげよ

う」と言ってお菓子を出してくださって「食べなさい」とすごく優しくしてくださって。

図６ 「学長藍綬褒章受章」（｢下関女子短期大学新聞｣
１号、昭和38年8月8日）

　昭和38年6月、河野タカ先生は私学女子教育の発展
に尽力された功績によって藍綬褒章を伝達された



『下関短期大学紀要』第35号　2017年 3 月

（13）

古屋：個人的にはすごく優しかったですね。

1 期生は高校の寮生と同居で、4 期生は短大

の寮があった。1 期生はわりと優秀な方が多

かったと聞いてますけど。

中村：「あんた怒られるよ」って友達から言

われながら行っても「お家のお父さんお母さ

んはお元気ですか」とかいろいろそんなこと

を話してくださって。「寮は上手くいってい

ますか」とかそんな感じで。

高杉：その時どういうふうにお答えになって

いましたか？

中村：それが学長先生と私、よくお話する機

会があって。卒業してからもよく呼んでく

ださったんです。教育実習で彦島中学校に行

ったと思うんですけど、夏休みには病院にも訪問して、事業所実習には自衛隊に行ったんで

す。男性の職場に行くことになったのは私たちが初めてだったと思います。自衛隊に実習に行

って、私が卒業するときは自衛隊の栄養士さんが退職されるときだったので募集があり、私は

卒業して自衛隊に入ったんです。自衛隊のいろんな行事にタカ学長先生も招待を受け、いつも

参列されていました。私が自衛隊の給養班で栄養士してたとき、協力会長をしていた業者さん

が、私の義父となった。ご縁があって、下関の住民になった次第です。

古屋：しばらく自衛隊でさせてもらいましたよね実習を（参考写真）。

中村：だから私が入ってから自衛隊の栄養士さんが私の後輩だったのはずいぶん長かったです

よね。いまの方が違うだけでずっと 30 数年。

高杉：そうですか。自衛隊で実習していたことは存じませんでした。その先駆者でいらっしゃ

たんですね。

中村：私は嫁ぎ先が何でも屋だった。昔の「よろず屋」ですよね。義父と主人は魚市場や中央

市場で鮮魚の卸しをしていた。義母達はいまのスーパーと一緒で家で小売りをしていた。私が

嫁いでから料理をするようになって、仕出しはいまもまだ続けているんです。お店をしていた

からこの学園の高校の運動会のときはいつもジュースと角氷を 4 トンのトラックに積んで来て

ました。学長先生が私の家から仕入れをしなさいと言われたようです。市内に PTA の方がお

られるけど「いや、中村さんのところから……」と言って。運動場の職員室側にトラックを横

付けして、そのまま販売していました。それを何年かしていた。

高杉：そういう温かい面もおありだったんですね。

参考写真　短大調理実習（昭和40年代）
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中村：私は怒られることはなくてすごく良くして頂いた。

高杉：古屋先生はどうですか。その点、叱られたこととか。

古屋：私もあまり怒られたことはないんですよ、どっちかというとちょろちょろしてましたけ

ど、裏で悪さしている感じだったので、そんなに叱られたっていう記憶はないんですけど。み

んなに、すごく厳しく接していたことは知っていますね。友達が寮にいたので、寮の雰囲気だ

とか。私も反発精神がすごく強くて。授業を受ける先生方も水産大学校や山口大学など、近辺

の若い病院の先生も来て教えてくださってたんですよね。そういうときに自分たちの学校の情

報なども教えてくださってたから余所の学校のこともなんとなしに耳に入っていたという時代

でした。学校全体としては男子禁制の学校だったので、余所の学校との交流は許されなかっ

た。でも私は茶道部だったから、自分のところだけでとはならない、やっぱりお客様をおもて

なししてということになる。それからお茶の先生が他の大学も兼任してるわけですよ。初釜と

かがあると一緒にしようということで、学校ではなくて先生のお家を借りて一緒にしてまし

た。

西村：市立大の大学祭とかに行きよりました。そこはまだ、自由で締め付けはなかった。

古屋：私たちの時代はもういっさい禁止のようになってました。表向きは禁止だったが、先生

方も初釜とか一緒に呼んでくださって。茶道部同士だったらいろいろ話が合って「学祭でも今

度お茶会をするから」といって券をもらったりしました。頂くことは多かったし、「どうぞい

らっしゃい」ということで交流はありました。寮の人も「一緒に行こう」と誘ったんですよ。

水産大学校のお茶会があるから「一緒に行こう」と誘って時間決めて誘い合わせてたが、いつ

までも来ないんですよ。それで聞いたら「あなた何処に行かれるの」とタカ学長さんに叱られ

たということでした。

西村：1 期生 2 期生を見てその辺から少しルールができたんでしょうかね（図 7）。

古屋：試行錯誤されてたんでしょうね。私

たちのときは寮生が叱られたんですよ。で

も後で私が誘ったっていうことがばれて、

タカ先生が私をこそっと呼んで、「あなた

ともあろう人が」って言われたんですよ。

進歩的な先生方もたくさんおられました。

タカ先生は明治生まれの先生でした。「考

え方がちょっと違うよ、自分たちはそんな

風に思ってないよ」「自分は自分としての

自覚もあるからそんなに言わなくてもい

いのに」「はめを外したい」という気持ち
図７　「大学祭を終えて」（学園祭における短大参加の

記事、『下関女子短期大学新聞』第2号、昭和38年）
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もあったんでしょうね。なかには山口大学の先生でしたけど、「うち（山大）の学校の学生と

一緒にバス旅行に行こうか」と計画してくださって一日バス旅行したことがあります。みんな

も面白そうだし、自分のとこしか知らない人ばかりだから「行こう」ということになって楽し

かったですよ。「どんなクラブに入っている？」とかお互いに話したりですね。

高杉：ちなみにそのバス旅行はどこへ行かれたんですか。

古屋：平尾台だと思うんですが近くでしたよ。

【学生生活と寮生活】

高杉：ちなみに今、クラブ活動のお話になりましたが、1 期生の方々はまだ部活動は無かった

ですよね？

西村：なかったですね。「なにか作らんといけん」というお

話をした時期ですかね。

高杉：1 期生のときにはなかったけれど、古屋先生のときに

は 4 期生ですね。

古屋： （高校から）お茶の先生がいたので、来嶋先生という。

お茶をずっと昔から習ったので、茶道部があったのは記憶し

てますが、あとはどうでしょうね。

中村：通学生は自由にされてたから学長先生としては目が届

かない。あの頃寮生は高校生も含めて 120 人くらいいました

から。

高杉：どこから来た人が多かったですか。

中村：島根、鳥取、九州の方からも宮崎、鹿児島、熊本、それから広島、徳山とかから来てま

したね。最初は 90 人くらいで 100 人超えたらもう部屋が足りなくって 2 年生になってすぐに

教室を使いました。新館を建てるまでということで（写真 11）。

古屋：だから寮のことで一生懸命だったと思います。

中村：学長先生は、寮生のなかでもはめを外す人がいたから、問題児が出そうなところに行っ

て「何処行くの」という感じで。

高杉：ちなみに寮は 5 時半起床と伺いましたが本当ですか。

中村：私は 5 時半にずっと起こしてました。夜は 9 時消灯。朝、起床ベルを鳴らされて。ばー

んと鳴るからみんなで起きて部屋の掃除ですよね（写真 12）。それで当番がありましたから。

炊事当番、お風呂当番、洗面所の当番、トイレの当番、それをやって 7 時から食事でした。食

事のおばちゃんがいて主には作ってくれてましたが、配食をしたり。「明
めい

美
び

 寮
りよう

。朝はメザシに

昼素うどん。夜は夜で美容食」そんな感じでした（写真 13）。朝はメザシで、お昼の時間に帰

写真11　明美寮外観（寄宿舎の
新館、昭和41年頃撮影）



【河野学園創立 90 周年特別企画】下関短期大学同窓生座談会

（16）

ってうどんを、夜はあまりお肉とか魚が多くないから美容

食っていう歌を作って誰とはなしに歌っていました。

古屋：私たちはお弁当でした。お弁当を持って通いました

ね。　

高杉：朝は 5 時半に起きて 7 時にご飯を食べて、朝礼が毎

朝あったんですか。

古屋：朝礼があったのは高等学校までで、短大はなかった

です。

中村：夜 9 時消灯で各部屋の電源がすべて落ちるんです。

だから部屋ではなにもできない。家政科の人は宿題がいっ

ぱいあったので、ろうそくでやってた人もいました。昔、

小さい電池でつく電灯があったので私たちは寮で、そう

いうのを交代で付けたり、みんなベッドのなかでは 9 時過

ぎたら懐中電灯を使っていた。廊下はトイレがあるから全

部電気がついていた。試験中でも部屋は 9 時消灯だからみ

んな冬は毛布を持って行って階段に座って勉強していまし

た。朝は何時に起きてもいいと言われていた。2 時でも 3

時でも、そのかわり夜は 9 時に寝なさいと。寝なかったけ

どね……。だからみんな電池や電灯と食パンを持ってた。

夜、お腹すくから。

古屋：あの頃は写真なんか撮るというのがなかったんですよ。もちろん携帯もないし、だから

今回、写真を探したけれど、あんまりあの当時の写真ってないんですよ。ぽこっと抜けてるん

ですよ。

中村：私は寮生で 6 人部屋でしたから同じ部屋の方達と屋上に行って写真を撮ったことをずっ

と覚えてます。でも、その写真はもうどこにあるかわからないです。

【タカ先生の暮らしと当時の女子短大―河野光子先生を交えて―】

河野光子：こんにちは

古屋：いま来られたんですか先生。

河野：顔が変わって分からない。小松さんよね？

西村：（旧姓）小松です。河野さん？　河野光子さん、変わったねぇ。

〈一同笑い〉

西村：若い頃は（当時のタカ先生に）そっくりだったのに……

写真12　廊下の掃除（明美寮に
て昭和41年頃撮影）

写真13　タカ学長と一緒に夕食
（明美寮にて昭和41年頃撮影）
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古屋：いまは学長先生のタカ先生にそっくりで似てらっしゃる（写真 14）。

西村：細くなりましたね。　

河野：清成昭典先生の奥さんからいつも言われる。「だんだん母（河野タカ先生）に似てきた」

って。

古屋：いっとき合わなくてふっと合ってもすぐに学長先生を思い出す。だからやっぱり血の繋

がりって大事ですよね。

中村：学長先生の若いときの写真を拝見たときにそう思いました。

河野：自分じゃあ分からんけどねぇ……

高杉：タカ学長先生のお声も光子先生のように声色はちょっと

高い感じだったんですか。

中村：そんなに高くなかったですよ。高くもなく低くもなく。

古屋：よく通る声でしたよ。外の台の上でもマイクなしでその

ままで通すんだから。

高杉：しっかりしたお話ぶりだったんですね。

西村：そうです。そうです。姿勢もしっかりしてた。

古屋：姿勢はよかったですね。

河野：毎朝の朝礼もマイクなしだからよく通る声だよね。

古屋：大きな声でないと通らないもの。

中村：穏やかに大きな声だった。

古屋：私が、いつ見ても同じお洋服を着てらっしゃったのよ。

河野：そりゃそうよ。（笑い）

中村：私たちは寮生だから、ねぇ光子先生。タカ先生はタオルで下着を作って、日本手ぬぐい

で縫って、夏は暑いからタオルの下着のままでいたこともありました。部屋にいるときはね。

朝礼の時は黒いの着てぴしっとしてた。

中村：寮の起床ベルを光子先生がされてましたよね？

河野：いやしてないよ。

中村：あれはどなたがされてたんでしょうか。寮の起床ベルは。

河野：覚えてないですね。

古屋：昔は鐘もあったよねぇ（写真 15）。

西村：タカ学長先生はおいくつで亡くなられたんですか。

河野：89 歳になる前に亡くなられました。米寿は過ぎたけど、2 月 28 日だから。4 月の 6 日

が確か誕生日だったと思うのでちょっと前にお亡くなりになった。

古屋：最後までお元気だったっていうのはすごいですね。

写真14　文部大臣より「学制90周
年」を記念して表彰された河野
タカ先生（昭和37年11月）
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河野：最期の時は右足の静脈が切れた。それで亡くなった。

高杉：河野先生と西村様は同級生でらっしゃるんですよね？

河野：そうです、彼女は学友会長だったから。

西村：私らは反発気味でしたね。

河野：いや、そんなことはないですよ。小松さん良くやりよって

だったよ。

　青崎さん（中村氏の旧姓）のときには、寮生活はいいんだけ

ど、炊事する 60 代の女性が一人いたでしょう。

古屋：そうそう。それを寮生はみんな手伝って、今日は何の当

番、次は何の当番ってみんな忙しくやってました。

中村：お風呂 1 回 10 分ですよ。当番の人がバッと行って「お風

呂ですよ」と言って回って、すぐに入らないと時間が決まってい

て「時間です」と言われていた。100 人以上が入るわけですからね。

河野：最初は薪でお風呂焚いてたよね。あの時代だからボイラーはない。

中村：お風呂は大きいから棒ずりですってねぇ。毎日当番の人は掃除して。寮生が教わった水

の出し方は、箸 1 本、お茶碗などもみんな自分のことは自分で……。卒業してから話になるの

はそれが一番出ますね。

河野：（タカ学長は）今から考えても質素倹約そのもので、それが根底にあるから自分が女で

あるということはおいて。美味しい物食べてとか、いい物を着てとかは全くなく、教育一点張

りでしたね。

古屋：おしゃれ一つ、お化粧一つお金を掛けないで。いま考えたらみんなそんなことできない

よね。

中村：できないですね。

河野：いま河野タカ記念室に飾ってあるワンピースもね、布地を裏返しにしたりして仕立て直

して着たりしてね。私手伝ったよ。普通はできないよね。まあ、ウールで生地が良かったから

できたけどねぇ。着物ならするけどね。着物でも今頃はしもせんよね。

古屋：本当にその時代にその位、辛抱されたからこれができたんでしょうね。普通に生活して

てこんなに大きな学校なんて作れないですよ。しかも女手一つでね。

中村：タカ先生は「最初はなんにもないところでね、掘って草を生やすために耕した」って言

われてました。「いまじゃ緑があるけど」って言われてましたね。何もなくって「草を生やす

ために耕した」って。

河野：だから私たちは、中学校のときに冬休み、春休み、夏休みもあるじゃないですか。休み

のときに出校する当番があるんですよ。何をするかというと、ここの運動場を広げるためにみ

写真15　学窓の一日（昭和
33年の付属高校卒業アル
バムより）
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写真16　河野学園全景（昭和42年頃）

なが土運びをやるんですよ。そういうことしてましたね。あなたもしましたか？

古屋：それはしてない。そこまでは入学した時できてたんですから。下の方で草スキーして遊

びよったです（写真 16）。

河野：それによって後でテニスコートができた。あの辺

は草っぱらだったよね。テニスコートは昭和 59 年に完

成。

中村：私が 39 年に入学して、40 年に立派な校舎の増築

があった（旧 1 号館。平成 26 年に取壊して教職員駐車

場となる。写真 17）。

古屋：今回調べてみたら、すごいことをされたんですねって。いまさらながら思いますよ。タ

カ先生の年齢のことを考えたら 35 歳で学園をつくろうとか。90 年前でしょう。

古屋：55 歳で中学、高校つくろうとか女性でなかなか思いませんよね。70 歳になって短大つ

くろうとか、とんでもないと思ってね。

西村：佐々木先生もすごく助けてらっしゃった。

河野：もう佐々木先生（事務局長）も亡くなられましたね。奥様はご存命みたいだけどね。

古屋：本当にいろんな先生が助けてこられたんだなあって。そう思いますよ。いい先生をたく

さん集めてくださってたね。

河野：短大を作るときに、清成昭典先生のお父さんの御住職さん（海晏寺）が応援してくれた

し、松永祥甫先生（二代理事長）も短大を申請するとき尽力して下さった。社会的な地位があ

る人が、応援してくれたということがある。

古屋：そうですね。そうでなければできないよね。でもやっぱりだから存続していると思いま

すよ。

河野：地域に根ざしているからね。昭和 37 年にできたっていうけどもう昭和 35 年から準備し

ていた。だけど、なかなかで、2 年後にやっとできた。執念だと思うね。ほんとに。

古屋：どういう気持ちで最初に作ろうと思っちゃったんですかね？

河野：やっぱり女子教育だと思うよ。あの時代は、女というものは家の中に奥様としてちゃん

写真17　旧１号館建築の際の確
認証（昭和40年）
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とかしずかえて、きちんと賢く。だんなには頭を下げて謙虚であって家を守り、社会の一員と

して活躍するということが大きな困難だった。

古屋：だから余程のことと思うんよね。こういうふうな学校を作る執念とは。

中村：必ず手に職を持つ。手に職を持つ学科しかいれてない。生涯、色んなことがあって一人

になったときに困らないように。自分でやっていけるように。

河野：だから万が一のときに一人で身を立てることが実現できればいいということよね。

高杉：そうですよね。だから家政科も最高峰を目指せるように、栄養のことも健康のことも勉

強して手に職をもつ。保育科も音楽科もそういう意図ですね。

中村：女の人が勉強するということ、文学とか、そういった学問と違ったことでね。学長先生

はいつも言われていましたからね。「手に職を持ちなさい」って。

西村：根底がそこなんですよね。

古屋：話の時はいつもそれを言われていた。昔はもうほんと女性っていうのは家を守るってい

うことで、無理に勉強をしなくてもいいっていう。男の人は大きい大学とかに行くけども、女

の人はもう「炊事・洗濯・掃除・裁縫できりゃいいがな」っていう感じの花嫁修業的な頭しか

なかったからね。だから「高等学校、大学とあまり賢くなりすぎたらいけん」っていう感じ

で。昔はできる子でも上の学校に行かさなかったよね。できる子でもね。今は反対になって女

子でも…〈一同笑い〉時代は変わったねえ。

中村：でも、それだけに、いい教育をさせて、もしもの時にはそれこそ、自分でやっていける

強い女性をつくるっていうこと。

古屋：それが根底にあったから、厳しかったんだね。考えてみたら…。

河野：だからあの、あなた達もよく知ってらっしゃる、ダンスパーティ（当時流行していた）、

そういうようなことをやめなさいという風なことは、男女交際が悪いという意味じゃないんだ

ろうけど、そういう風なことで「 邪
よこしま

 なことをするな」と、こういう風な意味だったと思う

んだよね。

中村：うん、若い人にはわからないこともあるよね。

古屋：わたし達が教えてもらっていた余所から来られた非常勤の先生なんかは、「あなた達は

将来どういう人に嫁ぐかもわからない。その時に、ダンスのひとつも出来ないと困るよ。これ

から先は男の人がなんか呼ばれても、奥さんも連れてどうぞって両方が行くのよ」って。「そ

の時に何にも出来ないようじゃいけないから、ダンスのひとつも知らないと」って。そういう

先生もおられた。だからねダンスが流行った時期ありましたよ、一時期（参考写真）。

〈一同笑い〉

古屋：その先生の影響で、学長先生の知らんところで「みんなでダンス覚えようか」って。

〈一同笑い〉
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中村：学長先生はね、手紙が寮に届くでしょ。学長先生は「誰からですか？」って、差出人を

尋ねる。あてられなかったらもらえない。「男性かどうかわかる」って。差出人の名前を当て

ることが出来たら、もらえる。

高杉：それは中村さんがご在籍の時に？

中村：後輩によく文通してる人がいて、その子に「ここ 2 年間は文通が、できないけど」と言

ったら（相手が）私の字をずっと真似して書いて、表書きだけをね。ちゃんと届いてました。

高杉：じゃあ学長先生のところに手紙を毎日取りに行かなきゃいけなかったんですか？

中村：いや毎日じゃなかったけどね、親御さんからとか分かっている人はいいんだけど、ちょ

っと分かり難いっていうか「これは大丈夫かな？」というのは送り返されるんです。

高杉：明らかに親御さんってわかる場合は、そのまま。

古屋：気遣ってたのね、それだけ。

高杉：1 期生はそんなことなかったんでしょう？

西村：寮じゃないから私自身分からないですね。

河野：寮じゃないと分からないよねぇ。

中村：寮だから、というのはいろいろありましたね。

河野：寮で朝礼は毎日ありましたからね。

高杉：大学生の方々がタカ先生のお話を聞くのは、どういう時だったんですか？　基本的に

は、式典の時だけですか？

古屋：式典の時だけでしたよ。基本的には。授業はなかったからですね。何かの時に挨拶があ

るぐらいで。特に自分の思いを学生に伝えるっていうことは、余りなかったですよ。

高杉：でも、学友会長さんをやってらっしゃる時には、お話してらしたんですよね。そもそも

当時、学友会長さんはどのように決まったんですか？

西村：選挙でもなかった、推薦でもなかった。最初の 1 年目が山中さんですよね。とてもこの

参考写真　歓迎遠足　吉田東行庵にてフォークダンス（昭和42年4月頃）
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学校のことにも詳しかった。何となく皆さんの推薦があって 2 年目は私がこの役をやったらと

いう感じで引き受けました。受けたのは先生の言うとおりにするためではなく、先生の学校の

考え方に反発するような部分をどうしたらいいのか、という話をよくした記憶があります。学

長先生のところに行ってそういうお話をして、分かってもらえるときと怒られるときとがあり

ました。

高杉：どういう時に分かってもらえて、どういう時に怒られましたか？

西村：とにかくですね、1 期生、2 期生までみな通学ですからね。寮はそのあと出来ているよ

うですから。

古屋：寮は早くからあった。

西村：それは高等学校ではないですか。短大は 1 期生、2 期生ぐらいは通学もしくは近所に下

宿という形だったんでしょうね。実習もそんなにありませんから授業が終わったらさっと帰っ

て、そんなに夕方遅くまで残ることは無かった。自由に学園祭とか市立大、長府にある山口大

など自由に行き来してました。そういうことで他大学からお話があって「自由に交流したらい

けませんか」というと「それは駄目だ」と。たとえば「山大の農学部（からお話）があったの

で交流したらいけませんか」と。いうことになるとタカ先生は反対されましたね。学長さんに

もお考えがあったんでしょうが、私らは反発してた。（笑い）

中村：私の 1 つ下の従姉妹が平戸から保育科に入ったんですが、学長先生は保育科を自衛隊の

見学に行かせましたね。そのときにみんなの引率というか長として従姉妹が行ったんだけど、

その子が自衛隊でお世話をした方と結婚した。こういった学生を自衛隊に連れて行くなど考え

られなかった。

河野：なんで自衛隊に行ったのですか。あなたが行ったことは知っているけど。

中村：私は実習で行ったんですが。

西村：そういうことを許されるのは、意外とすごいですね。

高杉：今の保育学科では考えられないですよね。自衛隊の見学というのは。

中村：気象班だとか色々なところを見学させてもらった。私が寮に入っている時も、「自衛隊

の○○隊長が呼んでいるから行ってきなさい」と言われて行かせてもらったこともある。

西村：結果的にはいいご縁の場でもあったのかもしれないですね。

中村：そのときの縁で結婚した人もいました。

古屋：今まで男女共学できた人が多いわけですから、突然女子の学校に行ったから他
よ

所
そ

の大学

に行っていけません」と言われてもね。

中村：その反発が強くあったと思いますよ。

西村：私の後輩に同じ仕事をしている 2 期生がいますが、その人がすごく言っていました。そ

の内に校風が出来たんでしょうね。最初は手探りという時代だった。
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河野：そりゃあ、何も分からないもんねぇ。

西村：だからわりかし先生方も回転が速かったですよね。事務局長さんも 2 年間で確か 2 人代

わられた。この学校をどのようにしたらいいかね、そういう話し合いを何回もすごくした記憶

があります。みんなと。

高杉：当時の方々は、もっとひらけた学校にしたいという思いの方が多かったのですかね。

古屋：「大学生になったらいいんじゃない」という雰囲気があったかなあ。高等学校まではし

ょうがないにしても。自由にもっと社会のことを知ったらいいんじゃないかと。

西村：山大生と結婚した人もいました。通学の中で知り合った同期生と。

中村：学長先生のお話では「2 年間の辛抱です」って言われた。「その 2 年間で今までお付き

合いした人が駄目になった人は、その人は本物でない。休みもあるんだし。」そういう風に言

われました。

古屋：親に最初入学式の時に釘を刺した手前というのもあったでしょうね。

中村：全員がいい子ばっかりならいいんだけど。預かった手前、責任もありますしねぇ。学長

先生はこの学園に来た人達を同じように扱っていました。みんな傷をつけたらいけない。お嫁

に行くにも傷をつけたらいけない、という時代でした。そういう意味でも「ここにいるあいだ

は辛抱しなさい。」という気持ちだったんでしょう。

古屋：辛抱できると思ってあったんでしょうね。年を取ってる人はいいけど。若いときはそん

なもんじゃないですけどね。

西村：寮は無くなって、男女共学にもなってまるで昔とは違いますね（写真 18）。

河野：そう。寮は平成 14 年に閉寮して 18 年に解体しました。

【卒業生から未来を担う学生への伝言】

高杉：過去をふまえつつ、皆さんは、今の在学生や未来の方々に何を伝えたいですか？

写真18　現在の短期大学校舎の外観（Ｂ棟：旧演習棟、Ｃ棟：旧音楽棟、平成24年）
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西村：これからは、「開かれた大学」と言われているように、もっと地域の中で学んだことを

実践する場を作っていく。それも学生だけでやっても駄目なので、地域の中に入っていって伝

えていく。今では福岡大学や山口大学、そういう学生さんがゼミの先生とつながって 7、8 人

とか現地に来てくれるんですよね。私の地域と福岡大の学生と 3 年前からつながっていまし

て、地域のことを卒論にいれるというので、それでは協力してあげないといけないと思って協

力してます。今度 1 月に、そういう報告会を作るから「ぜひあなたの若い視点で、この地域を

見て、私達の集落を見て、悪いところというよりもこんなふうにやったら夢持てるよ、という

のを語って欲しい」とお話ししたんです。するとその学生が目に見えて変わっていくんです。

3 年前、2 年生の時、そして 4 年生になると、表情といい言葉から変わって成長するんです。

それは、地域の中で、もまれるからです。「なにを馬鹿なことを言ってるんだ」などと地元の

男性は学生に気安く言うこともありますけど、そういう中で鍛えられるんだと思いますね。そ

して学生達は頭の回転が速いからいい発想をしてくれますねぇ。学生さんが自分が学んだこと

を地域の中に入って、地域の皆さんと一緒に実践してみる。そういう風にしてほしい。

高杉：ありがとうございます。いかがですか。

古屋：とてもいいことをいわれます。私も思うんですけど、アルバイトに明け暮れていて、何

か身にならない。たった 2 年間なのにその 2 年の間が勉強なのかバイトなのか分からないとい

うようなことがあります。アルバイトが、授業や自分の進んで行く方向に役に立つバイトなら

いいが、そうでなく、ただお金だけで選んでいるんじゃないかという気がする。本当のことを

いうとバイトしないで地域に入れるような環境作りがあれば一番いいと思うんですけど、自由

気ままにアルバイトさせるのはどうかなと。アルバイトして失敗する子もいるんじゃないかと

思ったりはしますね。昔のように「絶対にこの方向に行かなくてはいけない」と言ってもそれ

は聞かないと思うけど、学校としてもあまりアルバイトしなくても何か将来役に立つことを見

つけてあげる。「お金ばっかりじゃないよ」ということを若いうちに知ってほしい。今はお金

しかないような気がする。

西村：それは学費を作るためのバイトじゃないのですかね。

古屋：学費を作るというより学費の上を行きたいのかなと。若い子はタカ先生みたいに着の身

着のままで、同じものを大事に着て、失礼の無い程度に整えて生活していくということは今の

子は出来ないので、次から次へと欲しい物は欲しい。あの子が持っていたら私も欲しいという

感じで。バイトのお金がそっちに行っているのかな、気持ちがアルバイトに行っているのかな

と思う。そういう方向にならないように何とかならないものかなと。あるところでチラッと聞

いたところでは、学生にバイトさせない学校、自分のところで学校で勉強と一緒に学生にさせ

て、勉強と一緒にお金も少し、学生らしく勉強のほうに使えるようにしている学校もあると聞

きました。社会との良い接触ならいいが、悪い接触がだんだん増えてきているような気がする
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ので。私たちが長年見てきたなかでもアルバイトで失敗している人がいる。タカ先生がおっし

ゃったように 2 年間一生懸命勉強するということは大事なことなんだって思いますよね。出て

しまったら何でも自由に生きられるし、社会が開けるから、見る目も違う。先に贅沢をした後

で、質素なことは出来ないわけで、「貧乏に耐えろ」とは言わないけれど、身の入れ方を考え

て欲しい、と感じます。

　それから社会貢献という話がありましたけど、学校自体も社会と密な関係づくりをすると学

生もついてくるのかなと。ということは学校の先生方もそういうことが考えられるゆとりがな

いといけない、ゆとりがないと学生を一緒に導くことができないと思うんですよねぇ…。社会

的に役立つものをつくろうと思えば、学校自体もそういう方向付けというか社会に貢献するよ

うな学校作りをしていけば生き残れる。今は短大が生き残れない時代になってきているが、社

会では卒業生がいっぱい活躍している。もっと威張ってもいいし、学生にも 2 年間もうちょっ

と勉強して欲しい。今は自由にバイトさせているという感じかな。

西村：学校に入ったら次の年は卒業ですからそんなにゆとりはないはずですよね。

古屋：私たちのときには「あんた勉強しているんかね。バイトする暇なんてないやろう。4 年

で勉強することをみんなは 2 年間で詰め込むんだから。勉強を一生懸命やらなければ駄目よ」

って言われてた。

西村：いま災害があちこちで起きていてボランティア活動を積極的にどこの県でも力を入れて

取り組んでますけど、学生さんも多く参加している。ボランティアは災害支援だけではないで

すが、そういう特別なことだけでなくても地域の中でボランティア活動というものを御自分が

興味を持ったところでやれば、これでつながるのが人間関係です。人のつながりがすごく学べ

るので、勉強に支障があったらいけませんが、学校はボランティアというお話があったら手を

挙げてそういうことを通して学ぶ。ボランティアというのは必要じゃないかな、今の時代は。

お年寄りは多いし、災害はあるし、介護のボランティアだけでない面も多いですねぇ。

河野：それと 1 つはアルバイトをするという大きな理由は学生は携帯電話を持っているんです

よね。その負担が大きいらしいですよ。何万円も。

西村：その為にお金がいるというのは。ちょっとねぇ…。

中村：お二人のお話、もっともだと思うんです。地域の方達との繋がりが一番だと思います。

学生生活を終わって結婚しても就職しても何しても、地域の方達と打ち解け合える人になると

いうことが一番大事じゃないかと思いますねぇ…。ボランティアにしてもそういう気持ちを持

っている方達というのは、本当の意味でボランティアができる。「食べるために」とかいろい

ろ言われる方もあるでしょうが本当はそうではない。

古屋：やっているうちに人の為になるし、自分の為にもなる。

中村：それから、若い人が切れるというのはあれは、それこそ世の中が悪いのか…
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　いまの若い子の親も大変でしょうけど、どうしてあれだけすぐに切れる子がいるのかという

のを思いますよね。

古屋：もう一つ、真剣に向き合っていないこともあるのかしらねぇ。

西村：今日タクシーで来ましたが、タクシーの運転手が若い方で、私はつい女子短大と言って

しまったんですが、「あ、下短ね」と言われ「あっ知っちょる。僕の彼女が下短におったんよ」

と言ってました。「下短ってあなた方から見たらどんなイメージですか」と聞くと、「あそこは

女性の教育ということで、教育が結構厳しいらしいですね」と良く知っておられました。私も

「今日久しぶりに行くので」という会話をしました。さっき「生き残る」という話がありまし

たが、短大も大学も、どんどん新しい学校が建っていく。そのなかで、これだけの物を作って

これを残していくというのは、改めて今日、ここに来て、立派になってる学校を継続し、誇れ

る学校として発展して欲しいと願っています。やはり個性を出して行かないと「下短とはこう

いう学校じゃない」「あそこはこういうところが良いよね」など、なにか光るものがあれば行

きたい人は「下短に行こう」ってなるのではないかなと思いますね。まさに女子教育の先端を

やってこられたわけですが、もう一つ何かが必要なのかなとちょっと感じましたね。

【むすびにかえて　―未来に向けたタカ先生からの伝言―】

高杉：最後に皆様が　　私どもはタカ先生と残念ながら接したことはないので　　タカ先生が

本当に伝えたかったこと、学生の時は分からなかったかもしれないけれども、いま振り返って

みて、改めてタカ先生が伝えたかったこと、遺したかったことは何だったと思われますか。さ

きほど、手に職をつけるという話が出ましたが、何を伝えたかったのか。自分の中でこれだけ

はいまでも忘れられない、今となってみれば大切だったなど、何かあれば承りたいのですが。

どなたからでも構いません。

中村：学長先生は「らしく」という言葉を黒板に、最初の 1 日目に大きく「良志久」（良

い 志
こころざし

を久
ひさ

しく）という字で書かれたんです。普通「らしく」というのをそういう当て字に書

かないですよね。「ああ本当だ」と、母がいつも言っていた。「すばらしい先生やね」と。母の

方の祖母も教員をしていたらしいので、教師についていろいろ考えるに、「あの時代にすごい

先生だった」ということをいつも言っていました。「学生の時には学生らしく。女性らしく。

お母さんになったらお母さんらしく。社会人らしくというのはいつでも何にでも当てはまるん

だから、『らしく』生きて行きなさい」って、言われましたから。それはいつも肝に命じてい

ないといけないと思っています。

古屋：すごいですよねぇ。光子先生も仰っていましたが、女性が幸せであってほしい、すばら

しくあって欲しいというのが、厳しさの中にあったのかなと思いますね。厳しくしたというの

はその人のことを思っていたのかなと。一人ひとりを思ってくださっていたのかなと思います
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ね。子どもさんはいなかったが、人はすごく好きだ

った。自分は結婚をしなかったし子どももいなかっ

たけど、誰の子でも子どもが来たらすぐ抱えて優し

く抱っこしてかわいがっていましたね（写真 19）。

そういう温かい気持ちを持ち続けていた。一人ひと

り幸せになってほしいという気持ちから。特に女性

には、昔は誰かから支配されているような感じで、

自分なりに幸せに生きていなかった人もいる。時代

のなかで、そういうふうなことを感じたのかなと感

じます。「らしく」というのはその中の 1 つだったんでしょうかね。私たちがいつも言われて

いたのは、「親はあなた達のことを思って叱ったり怒ったり、いろんなことをして、親は間違

ったことはいわないから言われたことはきちんと聞け、たとえこれはおかしいんじゃないかな

と思っても、しっかり聞きなさい。聞いたらとりあえずは『分かりました』と言って、後で自

分なりに考えたら新しい答えが返ってくるよ」と。「我慢しろ」ということを言われていたの

かなと。

中村：いつも「子どもの顔をみなさい」と言われていました。今は我慢が足りないね。（笑い）

西村：仕事柄、議員をやらせてもらって感じるんですが、よく「今の時代、議会の中に女性の

いない議会は駄目だ」と言われるんですよね。今の社会もそうだが、議会の中で何百年かけた

男社会の仕組みの中に女性が入ることで、どう変えていくかという意味で大きい力になりま

す。女性というのは欲とか見得とか名誉とかあまり思わないですよね。男性は議長をやりたい

とか、色々な、いわゆる「役職」がとっても好きです。男性の社会の仕組みのなかで、「ここ

はおかしいよね」というのが言えるのが女性議員だと私は思っちょります。言うとつつかれま

すが、言うていることでおかしい事は「全くおかしいんじゃないですか」と、突っ込むと皆な

にも反対意見は出ないですよ。批判するだけでは駄目ですから、「こういうことはできません

かね」と提案していくというのを女性はもっと出して行く。もうひとつ社会に入ったら、男社

会の中で男性と一緒に動くということでもありますが、男、女は関係なく個人・西村というこ

とになるんですよね。もう本当に（中村さんが）おっしゃた通りです。もうひとつ人間らし

く、西村らしくどう自分を出してゆくのか。一つひとつ良くしていくことは、人間的な部分で

大事なんじゃないか。タカ学長さんが凜として姿勢を伸ばして私たちに言われたあの姿が頭に

あります。とくに習った私たちはね。あれが明治の女性の代表の方と思うけど、今の女性であ

れほど凜とした女性はいません。申し訳ないけど、私はまだまだ鍛われておりませんが、「あ

あ成りたいな」と、私は思います。　

河野：まあ、いい出会いだったですね。

写真19　付属幼稚園の運動会における河野
タカ先生（昭和40年代）
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西村：みんなそう思っていると思います。卒業し

てから 52 年。

中村：学長さんの教えを受けられての西村さんも

すばらしいなと思いますね。

西村：確かに影響を受けているなと今日お話を聞

きながら……。

古屋：出しゃばらないでみんなを導くという。

（笑い）ほんとタカ先生はそんなに出しゃばらな

いで、物をそんなに言わなかったけどみんなが

その方向に自然と行かされていたというのかな。

そんな感じでしたよね。あまりコチャコチャ言わなかった。だから私は叱られた記憶がない。

先生方にもそんな感じだったのじゃないですかね。

河野：そうでもないよ、職員には厳しかったですよ。そう思いますけど…（笑い）。

古屋：そうか。

西村：1 期生、2 期生に対してはけっこう先生は厳しかったなと私は思いますね。「言われたん

よぉ…」というのはそういうことで、みんな思い出に残っているんですよ。細かい所からでし

たけどねぇ。

古屋：歩き方からでしたよ。先生が来られるときはみんな静かに静かにして、姿勢を正して、

「もうすぐ先生が来られますよ」と、誰か言う人がいてそれまではみんな騒いでいても静かに

静かに待ってました。

中村：（その気配が）分かるんですよね。

古屋：それだけ力があったんですよねぇ。

西村：そういうことですよ。素晴らしい。

中村：私たちの時には制服が白のテーラカラーで下が黒のタイトスカートの制服だったんです

よ。スカートが長かった。

西村：あぁ、そうですか。私らの時には…なかったからねぇ。通学生もいっぱいおって、通学

するのにそんな長いのは恥ずかしいからといって、腰回りで調整したりして。そのころはミニ

スカートが流行ってました。行き帰りはミニスカートで（笑い）。パーマを掛けることとか、

下のブラウスは式典以外の時には自由だった。それだけはおしゃれにできたんです。だけど、

私達の卒業後はだんだん厳しくなってきたそうですね。

古屋：上はきちっと黒だった。

中村：ところがピンできちっと髪を留める時代がきて。前髪が垂れたらいけないんですよね。

スリッパだったんですよね。スリッパの裏が見えたらいけない。だから歩いたら見えますよ

写真20　座談会終了後、本館正面、河野タカ先生
銅像の前での集合写真（左から古屋氏･中村
氏･河野光子氏･西村氏、平成28年10月25日）
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ね。学長先生から何回も追いかけられた。（笑い）

中村：学長先生よりも自分が速いことはわかってるからわーっと逃げて。曲がって知らん顔。

だって格好はだいたい一緒。髪も一緒。制服も一緒。「逃げていましたが、今はいい思い出で

す」という後輩の話も聞きました。（笑い）

高杉：いろんな思い出はつきませんけれども、皆様がおっしゃって下さった、「らしく」良い

志を久しく持つこと、一人ひとりを大事にする相手を思う心、ある意味で女性が持つ「らし

さ」―つまり欲ではなく女の人がもつしなやかな強さを生かした社会作りなど―そういったと

ころから今後の学園経営や大学のあり方があると示唆して頂いたように思います。また、タカ

先生のお話はちっとも古いことではないということを考えさせて頂いたようにも思っておりま

す。本日は本当にありがとうございました（写真 20）。まだまだお話は尽きませんけれども今

後ともよろしくお願いいたします。
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