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Abstract: In this paper, we present a historical outline of gardens and its education in Japan Women's University 
(JWU). In 1900s, when JWU was founded by NARUSE Jinzô, horticulture was encouraged. Later, in the 1920s, 
influenced by the movement for the improvement of living, the idea of viewing the sites of a house as a garden was 
introduced into home economics, and knowledge about gardens was taught. The correspondence course in JWU were 
also offered on landscaping from 1921, and in the 1950, a course on landscaping began to be offered in the 
Department of Housing. It was also confirmed which there were excellent gardens throughout JWU. 
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1.はじめに 
1901（明治33）年に創立をみた日本女子大学校（以下，新制学制下の日

本女子大学も含め本学とする）は，わが国最初期の高等女子教育機関の一つで

あり，女子教育史上重要な位置を占めている。当時の社会の有力

者が多くかかわり，施設もその内容にふさわしいものが整備され

た。創立の理念や教育方針は，創設者である成瀬仁蔵によるとこ

ろが大きく，それらは例えば『女子教育』に端的に著されている。

このなかで，成瀬仁蔵は女子が体力づくりのために，「体育」を

奨励し１），また，その延長として，作物づくり，花壇づくりなど

の「園藝」を推奨した。この成瀬仁蔵のつくった学風が，時代に

即して解釈され，住教育の一部としての庭園教育となり，さらに

は造園教育，ランドスケープ教育と発展していく過程がみられる。

本稿では，その過程を本学の刊行物を中心とした史料調査により

明らかにし，女子教育における，造園教育についての一例として，

その意義を示す。 
2. 先行研究 
わが国の概説的な近代造園史については，粟野隆（2018）が

あり，日本近代的な造園の思想や技術などについての概要を示し

ている。また，粟野隆監修（2016）では，近代の主な造園家に焦

点をあて，その作風とその時代的意義が述べられている。本学の

住居学教育の歴史的変遷は，卒業生により刊行された住居の会編

著（1994）や，学内刊行物を根拠にした定行まり子（2020）など

の研究等がある。 
園藝の教育については，特に，西村公宏（1992）において，

明治期の女子園藝教育についての考察を発表しており，その中で

本学の園藝教育について触れている。 
3. 明治期における本学における園藝教育 
3-1. 成瀬仁蔵による園藝教育理念 
創立者である成瀬仁蔵は，女子に対する体力増進を意図し，体

育教育を重視し，その延長上に園藝教育を含んでいた。学内の刊

行物にも園藝を行うことによって体を動かすことの効用を説か

れることがあった２）。成瀬仁蔵は，具体的な学校庭園の構想も持

っていたようで，中村政雄編（1941）によれば， 
「此の大隈花壇の設置に就いても，（著者注：成瀬仁蔵）先生にはすで

に学校設立前に計画があって吾学校国植物園を設く可し，之を

大隈伯の寄附に寄り成立せしめ，（大隈園）と称して伯のコノ校

の為に尽されし記念としては如何… 
とメモに記してある，而して之は又単なる記念以外に教育上

に於ける花園の効果を合わせ得んとした計画であった。先生の

此頃のノートを見ると又，学校園に関して，Garden-Plants for 
observation-work として，樹枝の伐採，接木，発芽法，鋤き返し，

施肥等の訓練の効果に関心が払われてあり，又，「花は美術心を

養成すべし。室に花を飾り，……実地の美育を奨励す可し」と

記されているのを見ても先生の教育方針の一端はうかがえる。」
３）としており，成瀬仁蔵が具体的な学校庭園のイメージを持っ

た上で，園藝教育のマスタープランを持っていたことが垣間見ら

れる。 

戦前の本学では，教育目的の達成のために，共同生活を重視す

る立場から，例外を除いて，寄宿舎にすべての学生が入寮する方

針で運営されていた時期もあり，学校自体がコミュニティーを形

成し，それぞれの学生に「係」を割り振る教育システムがあった。

その係のなかに，園藝係があり４），園藝係は創立記念日の植樹，

構内装飾用の花弁，盆栽の培養，保護等の責任は負い，構内にお

ける植物栽培を実践的に「研究」していた５）。 

これらの活動を行うための施設として本学各所で庭園・花壇が

整備され，特に，上述の大隈重信の寄附である「花園」（図１．

２．）が著名であった。この庭園は，大隈重信が口頭で庭園の概

要を指示し，実施設計を林脩己（はやし・のぶみ）が行ったと考えられ

ている６）。林脩己は大隈邸の園藝栽培と庭園管理を任されていた

園藝家・造園家で，後述する福羽逸人の弟子であった。 
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これらの事情を，西村公宏（1992）では，本学において，庭園

を美術とみなす学理中心の「園藝学」と共に，実用性を兼ね備え

た情操教育としての花壇整備中心の「園藝」が存在したとしてお

り７），本学における明治期の園藝教育の特徴を的確に示した指摘

であるといえる。 

 
図1．「花園」（参考文献13口絵，筆者加筆） 

 
図2．「花園」平面図 
（1912（明治45）年。ここでは花壇とある。参考文献13口絵，筆者加筆） 

図1．図2．より中心になる花壇から放射状に小道を出し，花壇を配置

する形態であることが分かる。大隈重信の寄附であり，上述のように

彼の造園家としてのデザイン意図がここにあるとみてよい。成瀬校長

邸の前面にある事も，庭園を本学として重視する姿勢が見て取れる。 
3-2. 明治期の「園藝学」講義 
我が国における造園教育の始まりは明らかではないが，明治

20年代後半の東京帝国大学農科大学においては，「園藝学」の一

分野として，「造園 Landscape gardening」が挙げられていたとい

う８）。この時，講師として帝大で教鞭をとっていたのが，福羽逸

人である。福羽逸人は，本学の第一回生が3年生になる1903（明

治 36）年から「園藝」を担当した。彼は新宿御苑の整備にあた

り，国産の改良イチゴのもととなった「ふくばいちご」の開発者

として知られており，本学の設立委員であった大隈重信と深い関

係にあった人物であった。福羽逸人はその後1907（明治40）年

度まで講義を行い，1908（明治 41）年からは佐々木祐太郎が担

当した。彼は通信課程である『女子大学講義』９）の科目である

「農藝」参考文献１）１０）を講義録として残している。ここでは，「園

藝とは，蔬菜（そさい），花卉（かき），果樹などを栽培することであり

まして，庭園を造ることも，亦園藝の中に含まれて居ります。」
１１）としているが，「農藝上の智識のみでは，説明することの出

来ない事柄である，之を省き，他の三種（筆者注：（一）果樹園藝（Pomology）（二）

蔬菜園藝（Olericulture）（三）花卉園藝（Floriculture））のみを講ずる考であります。」と

している。つまり造園に相当する風致園藝 landscape gardening１２）

については講じられていない。このように，本学の教育において

は，明治中期から後半にかけて，造園は，広義には園藝の一分野

と考えられ，狭義に農業生産と一体的に考えられていたといえる。

女子教育においては，一般的に花壇の整備，すなわち現在で言う

ところの「ガーデニング」は視野にあったものの，庭園そのもの

をつくることは考えられていなかったといえよう。なお，当時の

佐々木祐太郎の園藝実習は新聞で報じられており，その一端が垣

間見られる１３）。報道される程度に先進的な取り組みであったの

であろう。 
4. 大正初期から昭和にかけての庭園教育―園藝教育から庭園教

育に 
4-1. 生活改善同盟会による影響 
大正初期から昭和初期にかけては，生活改善運動の機運が高ま

り，住宅改良が叫ばれた。そのような背景のもと，1920（大正9）
年，文部省傘下に，生活改善同盟会が結成され，『生活改善の方

針』参考文献３）が示された。この『生活改善の方針』は，国策とし

て強力に推奨された。庭園の分野では田村剛の考えが強く反映さ

れ，1923（大正 12）年に「庭園」誌に庭園改善案がまとめられ

た１４）。女学校の家政科では，標準的なカリキュラムとして教育

成瀬校長邸 

成瀬校長邸 

図１撮影方向 
花壇 

花壇 
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表．日本女子大学校における園藝・庭園関係講義担当者（1980年代ごろまで）
担当者 担当年 担当科目 生没年 主な事績、主な肩書　※（）内就任年。

福羽逸人　 1903 - 1907 園藝学　 1856 - 1921 1878 学農社農学校 日比谷公園西洋花壇設計、「ふくばいちご」の開発。
佐々木祐太郎　 1908 - 1919　 園藝学 1869 - 1944 ? ？ 農業士。日本女子大学校教授。東京高等師範学校教授。
瀬野信　 1920 園藝　  ？ ? ？
稲垣乙丙　 1921 農藝学 1863 - 1928 1894 帝大農 東京帝国大学教授（農林物理学、気象学、1906）
瀬野信　 1922 園藝　 （同上） ? （同上）
坂谷なか　 1923 園藝　 ？ 1921? 日本女大か 大正10年卒師範家政学部一部に「松原（坂谷）ナカ」という人物がいる。
石原助熊　 1924 - 1942 園藝 1871 – 1942 1896 東大農 日本園藝会理事長(1934)
丹羽鼎三　 1939 - ? 園藝　 1891 - 1967 1917 東大農 東京帝国大学教授（花卉・庭園学、1932）。日本造園学会長（1948）

田辺淳吉 1922 - 1924 住居 1879 - 1926 1903 東大工 清水組技師長。生活改善同盟会副会長(1920)。
佐藤功一 1925 - 1941 住居 1878 - 1941 1903 東大工 早稲田大学建築学科創設者。本学兼任教授。工学博士。

佐々木祐太郎　 1908 - ? 農藝 （同上） ? （同上） （同上）
田村剛 1921 - 1931 庭園生活 1890 - 1979 1918 東大農 生活改善同盟会委員(1920)。「国立公園の父」。
田辺淳吉 1921 - 1931 住宅の研究 1879 - 1926 1903 東大工 元清水組技師長。科目名が「建築の研究」という年もある。

森歓之助　 1951 - 1960　 造園学　 1894 - 1960 1914 千葉高等園藝 日本女子大学学校庭園・幼稚園庭園設計（1951）
金子九郎　 1962 - 1970　 造園学 1902 - 1982 1928 東大農 日本児童遊園協会常務理事など
横山光雄　 1971 - 1977　 造園学 1909 - 2010 1933 東大農 丹羽鼎三の下で学ぶ。小田急向ヶ丘遊園ばら苑を設計（1958）
渡辺達三　 1978 - 1981　 造園学 1943 - 東大農

高亀格三　 1948 - 1966　 園藝学 1893 - 
目沢田鶴　 1966 - 1982　 園藝学実習、園藝学Ⅰ

杉山直儀　 1967 - 1979　 園藝学 1913 - 1998 東京大学教授
小杉清　 1980 - 1982　 園藝学Ⅱ 1914 -  

国文学部（旧制） 龍居松之助 ― （日本文化史） 1884- 1961 1911 東大文 日本女子大学関係者の庭園に関与。東京高等造園学校校長（1931）。

参考文献：日本女子大学家政学部100年研究会編『日本女子大学家政学部100年の歩み補遺』桜楓会出版部　2005

学歴（卒年）

家政学部（旧制）

生活藝術学科
（住居専攻）
住居学科

家政理学部
（理学部）

家政学部（旧制）

通信課程
（女子大学講義）

- 65 -



公益社団法人日本都市計画学会 都市計画報告集 No.21, 2022 年 5 月 
Reports of the City Planning Institute of Japan, No.21, May, 2022 

 

され，当時の本学の教育にも強く影響したと考えられる。端的に

いえば，家政学の住教育の分野において，建築学や造園学など他

分野からの強い影響がみられるようになったとも言える。また，

同盟会の関係者には，本学関係者が多く占めていたことに注意す

る必要がある。すなわち，副委員長の田辺淳吉（建築家・本学兼任講師），

委員の井上秀（家政学・本学教授），今和次郎（早大教授，本学兼任講師），田村剛（造

園学，東大，本学通信課程講師）がいた。 
『生活改善の方針』には，スローガンが 6 項目掲げられたが，

庭園については，第4項目で，「庭園は在来の鑑賞本位に偏せず

保健防災等の実用に重きを置くこと」（実用主義の庭園）として，

従来の伝統的な日本庭園のように鑑賞するための庭園ではなく，

実用的なもので，家庭生活に寄与し，なおかつ居住者の安全や健

康を高め，園藝などを行い，作物生産をする場所として改良を求

めている。ここで，はじめて，庭園の枠組みの下に園藝が考えら

れている点に新しい傾向がみられる。 
本学における家政学のマスタープランは，のちに4代目の校長

になる井上秀がアメリカのそれを導入したものとされている。そ

の著書で，当時，最も人口に膾炙していた教科書である『家事提

要』参考文献７）の項目を確認すると，「庭園及び花壇」の項目では，

庭園について，家屋の周囲に庭園を設けることは「衛生上，嗜好

上最も好ましい」と指摘しており，余裕があれば，子供に花卉栽

培，果樹栽培をさせ，それを研究させ自分たちで作った職漁を食

べることは「趣味ある生活」であり，経済的に有益であるという。

これは，明治期の「園藝」の考え方を引き継いでいるようである
１５）。一方で，その後に続く，「家屋の外囲」では，門や塀などの

外構やその風致について述べている点で１６），「庭園」としてどの

ように住宅の外構が構成されているかが述べられており，庭園と

しての意識の高まりがみられる。すなわち，家政学者の標準的な

教科書にも建築学的な知識が援用され始めてきたことが分かる。 
4-2. 建築家による庭園教育 

1920～30 年代には，田辺淳吉，佐藤功一，佐藤武夫，今和次

郎といった建築家が本学家政学部で住居学を講じ１７），その中で

庭園や造園に関する知識が講じられた。 
田辺淳吉は，本学の学校要綱によると，大正11年度から14年

度（1922～1925 年）まで家政学部において「住居」の講義を担

当した。その内容は，明らかでないが，講師就任の前年の大正

10年度から昭和6年度（1921～1932年）まで開設されていた通

信講座である『女子大学講義』に「住宅の研究」参考文献５）を講述

しており，女子教育を念頭に住宅についての一般的な知識を述べ

ている。田辺淳吉はここで，「庭園は住宅に欠く可らざるもので

あります。住宅がなくとも庭園は成り立つかも知れない。然し

庭園なしには住宅は成り立たない。故に住宅と庭園とは，車の

両輪の如き関係があり広義に解釈すれば住宅とは，住居用建物

と庭園とを込めた一構へと唱へ得るのである。」１８）と述べてお

り，生活改善同盟会の主張を念頭に，「庭園がなくては住宅が成

立しない」とより踏み込んだ表現している。 
大正15年度（1925年）から「住居」の講義を行ったのは，東

京女子高等師範学校でも教歴があった早稲田大学教授の佐藤功

一である。昭和 5 年度（1930～31 年）に講義を受けた学生のノ

ートの口述筆記と講義日程が本学成瀬記念館に残されており，内

容が明確にわかっている。渡辺弥子ほか（2021）によると，佐藤

功一は，講義項目として，66項目をあげており，そのうちの10
項目を庭園に関する講義に充てて，第3学期を使って住宅の外構，

すなわち庭園に関する講義行ったとする。すなわち，「壇，車寄

斜道，段，庭園，燈，手水鉢，蔓棚，蔓恒，門及び塀，自動車庫」

について講義している１９）。その講義項目は佐藤功一の項目は，

例えば『佐藤功一全集』（第4巻）参考文献９）に収められた内容に近

いと推察される。そうだとすれば，そこには「住宅と庭園」とい

うテーマで佐藤功一の主張が述べられており，それと同等の内容

が本学で講義されていたと考えられる。ここで，佐藤功一のもっ

とも理念的な考えを抜き出すと，「元来「住宅」と云ふ言葉の中

には，その庭園も含まれて居るべき筈なのである。」「住宅の庭

園となれば必ず家に附属した，家と不可分のものであつて，住

宅建築家の取扱ふことを本旨となす可きであるからでありま

す。」２０）という点である。すなわち，住宅と庭園を一体的に考

えるのは，田辺淳吉の発言にもあるように，建築家の一般的な考

え方になっていたといえよう。 
佐藤功一は，その後，体調不良となり，しばしば佐藤武夫が「住

宅」の講義を受け持ち，「代つて私が講義に出るやうになつたわ

けでありますが，教授内容は（筆者注：佐藤功一）先生の御草案を今日迄

踏襲して参りました」と述べている２１）。したがって，田辺淳吉

が着任して以来，戦時体制に突入するまでの間，本学の住居学教

育の中で行われて来た「庭園教育」は，生活改善同盟会の「実用

主義の庭園」が紹介され，それが常識的な知識となり，住宅の一

部として庭園の知識が教授されていたのである。 
4-3. 造園家による庭園教育 
1921（大正 10）年から行われていた『女子大学講義』では，

造園の専門家であり生活改善委員の田村剛が，「庭園生活」参考文献

４）を講述しており，特別講義として「日本庭園の発達に就いて」 
参考文献６）２２）を寄稿している。   
「庭園生活」の内容は大きく３つに分かれている。すなわち，

（１）「庭園生活の真意義」，（２）「庭園設計法」，（３）「庭園の

材料局部及び其の管理法」となっている。（１）の部分では，鑑

賞本位の庭園，来客本位の庭園からから実用本位，家族本位への

庭園に移行すべき意義を説いている。（２）では，庭園の宅地選

定からデザイン，住宅との関係などを述べており，（３）がこれ

まで述べてきたような植栽などを検討する「園藝」の内容と近い

ものとなっている。ここで注目したいのは，「庭園生活」がその

2 年前に発行され造園史で極めて重要な書籍で，『生活改善の方

針』に徹底的な影響を与えた『実用主義の庭園』参考文献２）の目次

を入れ変えたものとなっていることである。 
後者は，造園の専門書であり，『女子大学講義』の「庭園生活」

に比べ，（１）の部分の分量が少なく，（３）の材料・管理が前編，

（２）の設計が後編となっている。つまり，造園家である田村剛，

すなわち生活改善同盟会の主張と言ってもよい『実用主義の庭

園』を，平易にしたものが『女子大学講義』の「庭園生活」であ

ることがわかる。また，「庭園生活」では『実用主義の庭園』を

参照するように述べていることからも，その関係が理解できよう
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２３）。田村剛の言う「実用主義の庭園」とは，デザイン的には幾

何学的な要素を取り入れたモダニズムの庭であり，洋風庭園であ

るが，「庭園生活」を見る限り，特に女子教育とは言わず一般的

な知識として「実用主義の庭園」を拡げたかったものと読める。 

 
図3．「庭園生活」掲載の設計例（参考文献4，p.104） 

 

一方，国文学部には日本文化史を講じていた造園家の龍居松之

助２４）が在籍していた。彼が，造園に関する講義を本学で講じて

いたかは不明であるが，「日本文化史」の枠内で庭園について論

じた可能性はある。また，庭園を専門とする研究者であり造園の

実務家であったことは本学でも認識されていた２５）。本学構内で

の実作では寄宿舎である明桂寮東側にある庭園（1927年，図4）
を設計している２６）。この庭園は，「実用本位の庭」，すなわち多

様な活動を行うための西洋風の庭園であり，日本庭園を専門とす

る造園家が作庭したという点である種の時代性を反映している

といえよう。 

 
図4.明桂寮庭園（明桂寮発行,絵葉書「明桂寮風景」1936年，関村蔵） 

4-4. その他 
本学図書館には，例えば，日本庭園学会機関紙である「庭園」

を始め各種の戦前に発行された造園雑誌が所蔵されているが，当

時の家政学部の共同研究室であるともいえる「家政館」の蔵書印

が押してあり購読していたことがわかる。この点からも，意識し

て造園についての情報を積極的に得ていたとみることができる。   
1939（昭和 14）年からは，丹羽鼎三（にわ・ていぞう）が本学に出講

しているが，彼は東大の林学系の造園家であり，本格的な造園教

育が行われた可能性があり，その講義内容の検討は今後の課題と

したい。一方で，1924（大正13）年から1942（昭和17）年にお

ける家政学部の「園藝学」の講義の担当は，農学者の石原助熊が

行っている（表参照）。石原助熊は，農業生産の著作を多く残し，こ

の時期の家政学部の園藝の講義では，作物生産についての講義が

行われていた。  
4-5 .小結 

これらのことを併せ考えると，1920～30 年代にかけては，当

時，生活改善同盟会を念頭においた家政学教育の影響を受けて，

実用本位の庭園に改善していくように啓発していく教育が重視

された。家政学の一部門である住居学の中では，生活者として居

住空間を改善するための様々な分野が教授され、様々な住居を知

り、時には実践的な改善の取り組みを行っていた。庭園は、そう

いった学びの一部として、実践的に取り組めた場所であったので

あろう。この時期の「住居」の講義では，設計を含む「製図」の

演習があったが１９），住宅の内部空間から，より外部空間へ学生

の意識が広がっていったのではないだろうか。 
一方で，寄宿舎は他校を大幅に上回る 26 棟も有することが特

徴であり，これらの周囲には当然に「庭園生活」で示されたよう

な庭園が設定されたであろうし，古写真もからも読み取れる。造

園にあたっては，施主である寮監，寮生などの関係者がある程度

の知識を持ち，教育の成果として意見する事が出来たと考えられ，

施工において，家政学の実践的な側面が生かされることもあった

と考えられる。 
5. 新制学制下における造園教育 
1920年代からの家政学部での「園藝」の扱いや，「住居」につ

いて，庭園に関する教育の高まりが起こったことは上記で述べた。  
しかし，戦後に新制学制下になると，花卉・果樹・蔬菜栽培で

構成される園藝学は作物栽培の研究分野として，家政理学部Ⅱ部

において開講された２７）。一方で，1950（昭和25）年より，生活

藝術科住居専攻においては，造園に関しては，「造園学」いう講

義名称で，「欧州日本の造園の発展および樹木，庭園の局部およ

び個人庭園の設計」２８）を，森歓之助２９）が講義することになっ

た。この一文には「設計」が含まれており，これまでの造園に対

する実践的知識の需要が顕在化し，それに呼応するものであると

も解釈できる。また，森歓之助は，1951（昭和26）年に，「日本

女子大学本館庭園」「日本女子大学幼稚園造園」の２つの学校園

を造っている３０）。 
1980 年代の造園学の講義では実例として構内の学校園を教材

として講師が説明していた時期もあったとのことで３１），その後

も本学では，実例として優れた学校園を構えているといえる。ま

た，近年では「造園学」は「ランドスケープ」という科目名に変

更され，農学部出身のランドスケープの専門家による講義が提供

されている。 
6. まとめ 
以上をまとめると，本学の庭園に関する教育の系譜は下記の

ように考えることができる。 
（１）成瀬仁蔵の理念のもと，1900 年代においては，女子への

園藝教育という同時代的な背景から，体力増進，作物生産，情操

教育としての「園藝学」のプラクティカルな学びがあり，その後

新制学制下の家政理学科 II部に引き継がれた。（２）1920年代に

なると，生活改善運動，住宅改良の一環として，建築家や造園家

によって，住宅の周囲が「庭園」として認識され，その知識の教
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授が行われ，時に，園藝が行われた。（３）1920年～30年代にか

けて，通信課程である『女子大学講義』における科目「庭園生活」

などが行われており，図書の購入なども見られ，庭園や造園につ

いても学習されていた。また，それが契機となってか，ものづく

りへの志向が高まった可能性もあり，1950（昭和 25）年より造

園学の講師が招かれ，独立した正規の講義が開設されるようにな

った。 
家政学の取り扱う範疇は，時代が下がるにつれて，その内容

が拡張する傾向があるが，住宅の敷地で行う狭義の園藝から，そ

れを生活に必要な住宅の外周部である「庭園」と認識し，造園と

いう営みに変化する過程は，家政学の学際的な側面を示すもので，

その特徴の一端を示すものである。 

 
図5．現在の本学目白構内の花壇（2019年4月23日，関村撮影） 

 
以上，本稿では，本学の造園教育に関する概要を，かすかな

作品事例，史料あるいは教材を根拠に述べたが，他校との比較検

討，および同時代的に推奨された園藝や，造園学の傾向との関係，

あるいは人的な関連について，残存している作品の調査は，今後

の研究課題としたい。 
 
補注 
（1）参考文献12）pp.119-147所収 第4章に「体育」の項目がある。 
（2）例えば，参考文献17）p.201 
（3）参考文献8)，p.83 
（4）参考文献8)  p.404 
（5）明治41年度には農藝係と改称し，園藝部，養鶏部，牧畜部などを設置するなど，

その後改変が暫時行われる。同窓会組織である桜楓会園藝部と提携して研究活動

することとなった。（参考文献8） 
（6）参考文献 22）p.19 また，大隈重信自身も園藝愛好家として極めて著名で自邸に

は，巨大な温室を備えるなどの様々 な逸話が残っている。 
（7）参考文献18）p.75 
（8）参考文献16）p.34 
（9）女子大学講義は分冊で郵送され，最後に合本することにより一冊の教科書となる

体裁をとっており，図書館所蔵のものは合本された状態で，出版年などが確定で

きてきない。 
（10）佐々 木の女子大学講義の開始年は1909（明治42）年であり，この内容はこの時

のものであると考えられる。 
（11）参考文献１）p.87 
（12）その説明として，「所謂造庭術にして，鑑賞に値する草木を植うるに当り，之が

配置を重んじ，且つ土工を加へて，庭園の美観を発揮するを目的とするもので

一種の美術とも見做すことが出来るものであります。」とする。ここでは，造園

は実用的な視点というよりも「美術」であるという見方をしている点に着目す

べきである。 
（13）「園藝実習科置かる」（読売新聞1914年5月23日5面）。記事によれば，家政学

部2年生が毎週金曜日午前９時から2時間、実際に畑にでて，佐 木々祐太郎が

指導するとのことであった。 
（14）参考文献19），参考文献21） 
（15）参考文献7)「庭園及び花壇」pp.265-267 
（16）参考文献7)「家屋の外囲」pp.267-268 
（17）参考文献26）pp.79-80 
（18）参考文献5)  pp.117-118 （1931年に発行されたもののページ数） 

この通信講座の教科書は，「大学部学生諸姉の無二の好参考書」，「諸姉のノー

トは必ず此れ講義と併せ読むべきです」とされており，本学の学生の間で広く読

まれていた可能性が高い。（「女子大学講義録発行」（『家庭週報』611，612合併号

（大正10 年5月3 日）6 面））。なお，この前段に本稿で後述する「庭園生活」

の講義があるため，田辺淳吉の庭園についての文章は少なく，田村剛の「庭園生

活」を参照するように促している。 
（19）参考文献25）p.87 
（20）参考文献9）pp.155-157 
（21）佐藤武夫「佐藤先生を憶ふ」『家庭週報』1516号（昭和16年7月11月2面） 
（22）日本庭園史の概要であり，田村剛の博士論文を簡易に要約したものである。 
（23）参考文献4）p.53 
（24）東京帝国大学農学部を卒業し，建築史家である伊東忠太や関野貞に学んだ造園

家であり，のちに東京高等造園学校の校長になる人物である。彼は，当時評価

されなかった大名庭園を見出したことで知られる。 
（25）『家庭週報』899号（1927年8月1日号4面）には，庭園調査に行くという短報

が掲載されており，同1353号（1937年6月4日5面）には，紙面に「造園学

の権威として有名」としている。 
（26）参考文献23）pp.93-102 
（27）「昭和二十七年度日本女子大学要覧」によれば，家政理学科Ⅱ部第二講座で「作

物栽培と加工」が必修科目として開講されている。担当は高亀格三で「家庭に

適切な園藝作物（果樹，蔬菜，花卉）の栽培とその利用加工に関して説示する。」

とある。（参考文献10） 
（28）「昭和二十七年度日本女子大学要覧」によれば，家政学部生活藝術学科第二講座

で「造園学」が選択科目として開講されている。（参考文献10） 
（29）1922（大正11）年，千葉高等園藝学校助教授となり，各種講義を担当。住宅庭

園，学校造園，工場造園などの設計で知られている（参考文献11, 24）。1950～
60年，日本女子大学講師。 

（30）参考文献11）「森歓之助先生作品」リスト 
なお，森歓之助は田村剛と，雑誌「庭園」で関係があり，共著で書籍を出版する

間柄で，そこには庭園や学校園について，共通の思想があったのかもしれない。 
（31）1980年代に住居学科に在学した方からの聞き取りによる。 
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