
17序　五島慶太翁が描いた夢の舞台の幕が上がった

　記念誌「熱誠」の刊行にあたり、五島育英会を代

表してご挨拶申し上げます。　　

　本法人は、昭和30年、東急グループを創設した

五島慶太が初代理事長となり、学校法人武蔵工業大

学と学校法人東横学園の合併により、発足いたしま

した。

　五島慶太は、事業家としての長い経験から「事業

は人なり」の哲学を持ち、その重要性を実感してお

り、又自身教育者として教壇に立った経験もありま

した。人づくりの原点はまさに教育にありとの強い

信念を持ち、すでに戦前の昭和14年には、みずか

ら東横学園の前身である東横商業女学校を創立し、

真の総合学園の実現に向けて着実にその歩を刻もう

としておりました。そして、この東横商業女学校を

出発点とし、前述のとおり昭和30年本法人を設立

した後、いくつかの学校法人との合併・吸収を行い

ながら、紆余曲折を経て、現在、大学から幼稚園ま

での８校の学校に、約12,000人の学生・生徒等が

学ぶ東京都市大学グループへと発展を遂げた次第で

ございます。

　私どもは、東京都市大学グループの祖である五島

慶太が築き、作り上げてきた歴史と伝統の重さを充

分認識し、その遺志である、社会に適応できる、個

人として高い力量を持った質の良い人材を育成する

ことを私どもの社会的使命として、より魅力ある学

校づくりに邁進していかなければなりません。

　この発刊は、単に創設者の功績をたたえるもので

も、偉人伝として継承していこうとするものではあ

りません。創設者がどのような「想い」「こころざし」

をもって学校を設立し、経営してきたのか、改めて

認識し、その思想を共有することによって職員が一

丸となって、より良い東京都市大学グループを目指

すことを願うものであります。都市大グループとは

何か。この存立基盤の原点とアイデンティティを学

生・生徒等のみならず教職員全員が共有していただ

きたいと考えます。

刊行にあたって

学校法人　五島育英会　

　理事長　安達　功
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　五島慶太翁が亡くなって半世紀以上が過ぎ、その

名を知る人も数少なくなってきた。翁の支援を何ら

かの形で受けた五島育英会傘下の学校の関係者と言

えど翁の業績や人となりをよく知る人は今では多く

ない。また、世間で五島慶太翁の名を記憶している

人は、その大半の認識は鉄道を中心とした大コンツ

ェルンを創った稀代の辣腕経営者であるという認識

とともに、一方では強引な企業買収を行ない強盗慶

太のあだ名をつけられた事業家であって、悪名と言

えるような印象さえあるのではないかと思われる。

　かく言う私も割合最近までもそうした世間のイメ

ージのある部分を五島慶太翁に持っていたと言わね

ばならない。1958年に大学を出て就職した先は東

京地下鉄、当時の帝都高速度交通営団であり、そこ

の中堅社員の多くは1940年代に五島慶太翁の率い

る東京高速鉄道の株式買い占めにより、その傘下に

飲み込まれた東京地下鉄会社の社員であった方々で

あった。したがって、そこで聞く翁は横暴な事業家

との印象を与えるものであった。

　しかし、本書の原稿を詳細に読み、翁の書かれた

文章、残された講演の肉声の録音を聴くと、強力な

事業家としての翁が同時に教育に熱意を持ち、国民

生活の向上を強く期待し、国家100年の発展を熱望

する理想家であり、伝統文化と芸術を愛する文化人

であったことが改めて理解できる。

　教育や文化活動へ強い関心を持った翁の遺志は、

その後の東急グループの各学校への支援のほか、グ

ループのいくつもの財団が行う文化芸術の振興事業

や文化ホールの経営、さらには留学生支援の活動な

どの形で今に残されていると言える。

　2009年３月30日に渋谷のホテルで開かれた東京

都市大学グループ発足の式典、それに続くオーチャ

ードホールでのベートーベンの第９交響曲を中心と

する大コンサートは、創設や発展の経緯はそれぞれ

異なるが慶太翁の支援に基づき五島育英会により経

営されている８つの学校が、１つのグループとして

多様な協力へ向けて新たに歩み出す大きなエポック

であった。本書の中で明らかにされているように傘

下の各学校をこのような一つの学園として統合する

ことは教育を通じて社会の発展を目指した慶太翁が

強く望んでいたものであった。東横学園女子短期大

学の発展的改組に始まり、武蔵工業大学の東京都市

大学への改称、それに続く五島育英会傘下の各学校

の東京都市大学付属校化へと進み、この時を期して

これらの学校は１つの総合学園となり、ここに慶太

翁の考えた学園が形の上で完成したことになった。

　翁は総合学園が形の上だけでなく、内容において

も我が国有数の教育・研究の場になることを期待し

ていたことは本書の中で示された翁の言葉を見るま

でもなく明らかである。また、本書に描かれている

翁の事業の長期的な構想とリスクを恐れない実行を

みるとき、将来を見据えての研究・教育分野の拡充、

国際的な人材養成、施設・設備の充実など、多くの

分野にわたる大きな構想とその実現への努力がいま

私たちに求められていると言えよう。本書の刊行を

機に翁の理想がここで再び見つめ直され、本学が一

層、世間から高く評価され、社会に貢献する学園と

なるよう、関係者一同が力を合わせて前向きに進み

たいと願っている。

刊行によせて

東京都市大学グループ

　総長　中村英夫



19序　五島慶太翁が描いた夢の舞台の幕が上がった

　記念誌「熱誠」刊行にあたり、同じ東急グループ

の学校法人であり、五島慶太氏を通じて浅からぬご

縁のある亜細亜学園を代表してご挨拶申し上げます。

　昭和31年、亜細亜学園の創立者である太田耕造

学長は、当時学園の窮境を打開し、発展向上の道は

いかにして実現できるかと苦慮し、協力してくれる

実業家を探しておりましたが、東京急行電鉄株式会

社五島慶太会長（当時）との面談の結果、五島会長

は亜細亜学園の経営引き受けを快諾され、理事長へ

就任されました。以降それまで財政難から中止され

ていた校舎建築が進み、その後本学園が急速な発展

を遂げるスタートとなりました。五島会長はまさに

本学園の中興の祖となられたわけでございます。

　太田学長は、のちに、「五島氏は計算主義に徹し

た人であったが、氏の計算主義は機械主義的計算と

いうことでなく、先ず人間であることが第一前提の

計算主義で、人間の能力の限度を知ってのことであ

ったものと思う。人の最善、最大を尽し、しかも至

誠をかたむけて事に当たれということである。」又、

一方で「氏は『夢見る人』であった。（中略）希望が

あり、夢がある。計算に計算外の夢を織り込むこと

が大事であると思う。五島氏はこれが化体者であっ

た。」と語っておられます。（「亜細亜学園50年」より）

　五島慶太会長が教育事業に情熱を傾けてこられた

のは、戦後混乱期から高度成長期に向けて資源も何

もない我が国が、よって立つところは人材の育成、

即ち教育しかないと考え、若者が我が国の発展に大

きく貢献し、世界に冠たる日本となることを「夢見

た」からに違いありません。

　この刊行によって、本学園にとっても深いかかわ

りをもたれる五島慶太翁の教育事業の足跡やその思

想にふれることができるのは、誠に喜ばしいことで

あります。

　本発刊を心よりお祝い申し上げます。

刊行によせて

学校法人　亜細亜学園

　理事長　上條清文
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１．本文は原則として常用漢字、新仮名づかいによった。

２．引用文の場合は原文を尊重したが一部常用漢字、新仮名づかいに直した。

３．資料に表記されている漢数字は算用数字に直した。

４．年号については1980（昭和55）年のように併記した。

５．敬称は特別な場合を除き省略した。

凡例
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	 	10　各学校校地校舎拡充
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	 ４　武蔵工業大学原子力研究所設置認可（10月７日）

	 ５　五島慶太理事長逝去（８月14日）

第３章　慶太翁の意志を後継者五島昇理事長が強力に推進	  173
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	 １　唐澤俊樹理事長逝去（３月14日）
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　五島慶太翁は、東急グループにおける数多くの企

業経営の傍ら、東横学園の創立者として、直接、学

校経営にも携わることになるが、以前から企業家の

枠を超えた教育への関心と情熱は桁外れのものであ

った。その元をたどれば慶太翁が1882（明治15）

年４月18日、長野県小県郡青木村に生まれ、1900

（明治33）年３月、松本中学校を卒業後、上級学校

へ進学したかったが家の経済的事情もあり、同年４

月、18歳で母校の青木村尋常高等小学校の代用教

員となり、１年余り勤めたことに最初の教育との関

わりを見ることができる。慶太青年は代用教員とし

て高等科３年、４年の生徒に、地理・歴史、算術な

どを教え、その傍ら、上級学校への受験勉強を続け、

苦学して、1902（明治35）年４月、官費給費である

東京高等師範学校（現筑波大学）の英語科に進学し、

卒業後の1905（明治38）年４月には三重県立四日

市商業学校の英語教師として赴任するが、志あって

商業学校を辞めて上京。再び苦学して、翌年９月、

東京帝国大学の法科大学政治学科撰科に入学、そし

て翌月に第一高等中学校（旧制高校）の学力検定試

験に合格し、直ちに法科大学の正科に転じた。大学

在学中は富井政章男爵（貴族院勅選議員・東京帝大

名誉教授・法学者）、加藤高明伯爵（イギリス大使・

西園寺内閣外務大臣）といった、時の高官の子息の

家庭教師を務め、両氏からも絶大な信頼を得た。

　大学卒業後は文官試験に合格して農商務省に入り、

その後鉄道院を経て、９年間の官吏生活後、実業界

に転身。民間企業の武蔵電気鉄道の常務に就任した。

その後の鉄道事業と沿線開発の施策でも慶太翁の教

育への情熱が大いに発揮された。すなわち慶太翁の

ユニークさと誇りは沿線に東京工業大学、慶應義塾

大学、東京都立大学、東京医科大学、東京学芸大学

など、次々と学校の誘致を行い、東急の主要な沿線

を文教都市化した面にある。

　そして、当法人関係では、武蔵高等工科学校（武

蔵工業大学の前身校）の1932（昭和７）年の大岡

山移転、さらには1939（昭和14）年の玉川等々力

町（現世田谷キャンパス：玉堤1-28-1）への移転

に際して慶太翁は絶大な支援を行った。後に慶太翁

東横学園の創立者　五島慶太翁

第１節　慶太翁の教育への情熱

第１章

慶太翁が東横学園を創立
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は、この学校法人武蔵工業大学の財政状況が悪化し、

存亡の危機に面した際、その経営を引き受けること

になり、自ら創立した学校法人東横学園と合併して

学校法人五島育英会と改称して自ら理事長を引き受

け、今日の東京都市大グループの礎を固めることに

なる。

　このように慶太翁は武蔵工業大学の理事長になる

前の1939（昭和14）年には東横商業女学校を開校

し、慶太翁が直接、学校経営に乗り出していたが、

教育と慶太翁の関わりを取り上げるには、それ以前

の東京急行電鉄の社内教育についても触れておかな

ければならない。

　五島慶太翁は、教育的関心は極めて高く、東京横

　慶太翁は社内教育にも関心が高く1937（昭和

12）年４月には自らが初代校長となって、東京横

浜電鉄と目黒蒲田電鉄との折半で、男子社員のため

の東横青年学校（４年制）と女子社員のための東横

家政女学校（２年制）を開設した。

　両校とも青年学校令に基づいたもので、小学校ま

たは高等小学校卒業後ただちに就職した勤労青少年

を対象に、卒業後も引き続き心身を鍛錬し、徳性を

養うとともに、実生活に必要な知識・技能を教える

ための私立の定時制的な青年学校である。

　校舎は、本校が目黒駅前（目黒蒲田電鉄本社跡、

品川区上大崎）に、分校が東横百貨店内にあり、所

管は東京横浜電鉄の総務部教育保険課が担当した。

入学資格は、東京横浜電鉄、目黒蒲田電鉄、玉川電

気鉄道および傍系会社に勤務する満14歳以上20歳

までの勤労青少年であった。

　1937（昭和12）年６月３日、慶太翁は、東横青

年学校講堂において、新入社員に対し訓示を行った。

この講話は慶太翁が自らの半生について語られたも

ので、元来、教育事業そのものには十分興味を持っ

ていた慶太翁が、代用教員や英語教師になった経緯、

鉄道省を経て実業界に転進した背景、財界不況の中、

東横鉄道の経営難で自殺を考えるほど苦境に立たさ

浜電鉄において種々の教育事業展開を行っており、

その結実が東横学園といえる。五島育英会報第８号

の巻頭言「事業は人である」で、慶太翁は「事業は

全く人である。人が真に事業と一体となり、身体も

生命も打ち込んで渾身の努力を重ねたならば、必ず

随所に主となり、如何なる事業でも成功することは

疑いない。」と看破し、教育にはことのほか情熱を

注いだ。それは自ら経営する企業内に働く人のため

に、早くから社内誌「清和」などで自己啓発を促し、

身内の小規模な教育施設を作ることを皮切りに、次

第にその規模が大きくなって、やがて大学の経営ま

で徐々に拡大し、教育事業のスケールが大きく形成

されていったのである。

れたことなど、赤裸々と克明に、また実に丁寧に話

されている。慶太翁が語る人生で最も必要な「熱誠」

の哲学と人物像を知るうえで極めて有益な記録なの

で、全文を紹介する。

第２節　1937（昭和12）年業績

東横青年学校卒業記念写真（昭和16 年４月）

東横家政女学校卒業記念写真（昭和17年４月）
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円出せば、上等の方だった頃なので、月20円あれ
ば学問してゆく事が出来た。しかし、前申した様に、
１ヶ年の余裕が４～50円位では、これをあてにし
て上京する訳にはゆきません。殊に私は次男でもあ
り、その全部を費消する事も出来ない事情であった
ので、止むを得ず、父から財産の一部を分けて貰い、
これを売って学問しようとさえ考えました。が、兎
に角、その４月７日頃からと覚えておるが、ひと先
ず村の小学校の代用教員になりました。そして、そ
の年の暑中休暇を利用して、確か明治34年７月21
日と記憶しておるが、笈

おい

を負うて上京いたしました。
東京では、現在、松江高校の校長をしている菰田君
が上野駅まで出迎えてくれて、その日のうちに本郷
の湯島天神町の下宿に落着きました。
　余談ながら、この日の事で、今日なお深く印象に
残っているのは、星亨暗殺の号外が出たことでした。
下宿にいると、「ゴーガイ、ゴーガイ」という呼び
声が聞こえるが、田舎出の私には、号外とは一体何
の事かさっぱり解らない。が、その号外というもの
を手に取って見ると、それは星亨が伊庭想太郎の為
に市会議事堂において殺された事件を知らせるもの
であった。兎に角、上京最初の日の事であったので、
非常に深い感動を受けました。
　その夏は、今の商科大学の前身である一橋の高等
商業学校の入学試験を受けたが、非常に競争の激し
かった当時であつた為、これは失敗に終りました。
合格者の発表を見に行ったところが、自分の名が出
ていないので非常に落胆し、帰途、九段の公園のベ
ンチに腰掛けて、自分は今後如何にすべきかと、永
い間思案に耽った事を覚えている。しかし、その時
は如何とも致し方なく、再び故郷に帰って、翌年の
２月まで引続き代用教員を勤めました。
　翌年、何でもよいから、上級の学校に入って勉強
しなければならぬと考えていた矢先、東京高等師範
学校の生徒募集があった。官費支給であるから、学
費の点でも助かると思って、これに応じ、長野県庁
において入学試験を受けました。幸いにして、及第

　新入社員諸君の教習がこの五日で終了すると聞き
ましたので、その前に一度諸君の顔を見ておきたい
し、又諸君にも私の顔を見覚えておいて頂きたいと
思いまして、本日ここへ参った次第であります。
　諸君はこの教室で総論的な課程を修了した後、各
部署に就いて、実地の教習を受けられる事と思いま
すから、私も諸君の人生のスタートに当たって多少
なりとも心得となるべき事を話したいのですが、今
これといって格別改まって申すこともありませんの
で、今日は私の経歴と経験とを簡単に話してみよう
と思います。実は、この会社を創業致してから既に
18年になりますが、私が自分の回顧談や体験談を
話すことは、本日が最初であります。
　もし、これからお話する中に、多少なりとも諸君
の参考となる点があれば幸いであります。
　私は信州の百姓の次男に生まれました。百姓とい
っても、村では第一流の家で、兄は後に村長なども
やり、今日でも相当にやっているのでありますが、
しかし、私は学問をするのに非常に苦しんで来まし
た。何故かというに、農家の家計というものは、
1,000戸位の村で第一流の資産家であっても、実際
の年収は４～500円しか無いので、その中から租
税を納め、一家の衣食を賄えば、残るところは精々
４～50円に過ぎない。それに私の書生時代は、製
糸事業に手を出して失敗したりしたので、一層家計
に余裕が無かった。私は村の尋常小学校で４年の課
程を終えてから、隣村の浦里小学校に転じ、ここで
高等２年を卒業して後、上田中学校に入学致しまし
た。私の家から上田中学まで丸３里あったが、―３
里といえば約６マイルで、多摩川の河畔から東京市
の中心まで位の距離であるので、その間を毎日歩い
たのですから、仲々大変であった。ところが、上田
中学は支校であって、３学年までしかないので、続
いて松本の本校に転じなければならなかった。それ
で、私は松本中学校出身という事になっております。
　中学を卒業して、さてどこに進むべきかと色々考
えました。当時、東京の学生生活は、下宿料を10

我が半生の体験を語る	 取締役社長　五島慶太

（清和　昭和12年７月号転載：一部を現代仮名等に修正）
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等学校の入学試験を受けさせたところ、無事に入学
できた。当時、二高の校長は三好愛吉先生で、以前
長野県の中学校長をしておられた方であったので、
先生に富井周氏の将来を頼み、なお二高在学中の模
範生と同宿させて頂くようにお願いしました。そし
て、先生のご紹介によって選任せられたのが、先に
警保局長を務められた唐澤俊樹氏であります。かく
して、富井氏は三好先生の経営されていた明善寮と
いう寄宿舎に唐澤氏と同宿することになりました。
私はその後、確か一度か二度、様子を見に行った記
憶があります。三好先生は後に、皇子傅育官長にな
られた方で、冬でもズボン下なしで過ごし、毎日冷
水浴をやるという元気な方でありましたが、不幸、
肺炎の為に早世されました。今日、御在世ならば、
精神的方面において、私共に大きな力を与えられる
方であったが、まことに残念な事であります。
　周氏がかようにして高等学校に入学致しましたの
で、私は富井男爵の所は辞退しようと思ったが、辞
めるとたちまち学資に窮する状態でありました。男
爵に相談すると、俺が出すと言われるのであるが、
短い間でも一緒に暮らして男爵家の家計状態を承知
している自分としては、引続き学資を出して頂くに
忍びませんでした。富井先生は枢密顧問官、男爵、
法学博士と、殆んど人臣として最高の地位に在られ
た方であるに拘わらず、財産としては一銭の余裕も
ない状態でありました。もとより、官吏が国家より
受ける俸給のみで生活しておれば、あれが当然であ
ります。これは全く、男爵の人格高潔の現われに外
ならない。兎に角、かような次第で、如何にも金を
出して頂くに忍びなかった。ところが、丁度その頃、
法科大学の掲示板に陸奥伯爵の奨学資金給費生の募
集が発表されたので、これに応募することに決し、
推薦方を富井男爵にお願いしました。この給費生の
選考委員は加藤高明伯爵、神田乃武男爵、増島六一
郎氏、穂積八束博士、陸奥潤吉氏の５人でありまし
たが、富井男爵から加藤高明伯爵に話して頂きまし
たので最初に加藤伯爵に面会致しました。ところが、
加藤伯爵は、陸奥の奨学資金を貸してもよいが、自
分は最近大使として英国に赴任しなければならない
から、留守中、自分の子供を見て貰いたい、金は私
が出すからと言われた。そこで私は、現伯爵の加藤

したので、代用教育を辞めて上京し、高等師範の英
文科に入学致しました。当時、この学校はお茶の水
に在りましたが、私共の在学中に現在の大塚に移り
ました。
　高等師範学校を卒業すると、私は三重県立四日市
商業学校の英語教師として赴任いたしました。私は
元来、教育事業その物には充分に興味を持っていた
のであるが、一たび学校に赴任してみると、校長を
始め同僚一般が如何にも低調で、到底、共に仕事を
してゆくに足りない者ばかりなので、これではとて
も仕方がないと考えるようになった。それに加え、
徴兵の関係もあったので、―現今の事は知らないが、
当時は師範学校を卒業した者は短期現役といって、
６週間現役に服すれば兵役免除の恩典に浴する制度
があったが、その為には小学校に務めていなければ
ならなかったので、そこで私は、止むなく徴兵猶予
の出願をする為に、帝国大学に入学する希望を抱き、
その翌年の４月か５月だったと思うが、四日市の商
業学校を辞めて、上京しました。そして、その年の
９月、東京帝国大学法科大学政治学科の専科に入学
し、10月には、第一高等学校の卒業試験を受けて、
合格致しました。この試験はなかなか大変で、高等
学校の全科目に亘って受験しなければならなかった。
機械体操で大いに苦しんだ事を未だに覚えておりま
す。幸いにこれにパスしましたので、直ちに法科大
学の本科に転じました。
　学費は１ヶ月30円位で足りたのであるが、教員
生活中に貯えた僅かな金は、その年の中に費消して
しまったのでたちまち学資に窮してしまった。そこ
で私は、高等師範に在学した縁故から、嘉納治五郎
先生や故小泉又一先生を訪ねて、何とか学資を得る
方法は無いものかと相談したところが、家庭教師の
口を探してくれました。それが富井男爵のご家庭で、
先頃英国皇帝の戴冠式にも参列した故政章男爵の長
男富井周氏が、当時附属中学の４年か５年に在学中
であったので、その家庭教育を委ねられたのであり
ます。私は男爵家の前に家を借りて、周氏と起居を
共にすることになりましたが、当時の周氏は良くな
い少年で、中学生のくせに酒は飲む、煙草は吸うと
いう風で時には腕力をもって懲らす必要がある位で
あった。兎に角、かようにして翌年、仙台の第二高
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厚太郎氏を一週一回、学友として訪問する事となり、
伯爵の援助によりて大学を卒業致しました。厚太郎
氏には他に現三菱銀行常務取締役高木健吉氏、元内
閣書記官黒田欽哉氏等が学友としてついておりまし
た。

　大学を卒業すると、翌45年、文官試験を受けて
農商務省に入りました。当時の農商務大臣は大浦兼
武氏で、次官は押川則吉氏、秘書官は堀貞氏であっ
た。私は商工局に入ったのであるが、行政整理の為
に、私共が期待していた工場法の施行等も無期延期
となってしまったので、私は農商務省に留まる事が
いやになり、加藤高明伯爵から野村龍太郎氏に、又
富井先生から故床次竹二郎氏に頼んで貰って、鉄道
省に転じました。
　鉄道省では中西さんが文書課長の時で、その下に
8ヶ月ばかりおりましたが、同氏が監督局長になら
れたので、私も一緒に監督局に移り、やがて総務課
の副参事になって初めて高等官になりました。監督
局では佐竹三吾氏が総務課長で、村井次郎吉氏が業
務課長、その下に今の鉄道次官喜安健次郎氏がおり
ました。その後、原内閣が成立して野田大塊氏が逓
信大臣になった時の事であるが、かようにいつまで
も局長、課長が居座っていては、後進者の途が開け
ようが無いというので喜安氏と相談したところ、中
西局長を早く出世させて、その跡に佐竹氏を推し、
私と喜安氏がそれぞれ総務課と業務課の課長になろ
うという事に一決しました。そこで、佐竹氏にも相
談して、佐竹氏は岡野敬次郎氏を通じて運動するこ
とになり、私は自分の結婚の媒酌人である古市公威
男爵を煩わす事にいたした。早速、私は、日比谷の
海事協会の事務所に古市男爵を訪ねて、野田大臣の
次官として中西氏は絶好の人物であるから、是非推
薦して頂きたいとお願いしたところが、古市男爵は
「俺は中西という人物は全然知らないから推薦する
ことは出来ない」と言われた。「貴下は御存知なく
とも、中西の人物を良く知っている私が、最も適任
だというのだから間違いない」と強く私が頼んだの
で、「それでは、俺は知らないが、五島という者が
かように言って来たという事だけを取次ぐ」という
事になりました。そこで、「それでは今直ぐ先方へ

通じて頂きたい、こうしている間にも別に決定して
しまうかも知れぬから」と申したところ、「今は会
議中で会えない」との御返事であったから、「では、
電話で呼び出して頂きたい」と重ねてお願いすると、
「議長をしているから席を外せない」と言われたが
無理矢理に頼んで、私のいる前で電話をかけて貰い
ました。かような次第で、必ずしもこの運動の為ば
かりでもあるまいが、結局、中西氏が逓信次官にな
って、佐竹氏が監督局長、喜安氏が業務課長、私が
総務課長に、それぞれ就任致しました。ところが、
私は当時、高等官七等だったので、課長心得という
事になった。今でも監督局の古い人々は知っている
が、稟議書に「課長心得」とあるのを、私は一々認
印を捺して「心得」の二字を消して上に廻しました。
かようにすれば、「心得」が気に入らないという事が、
次官あたりに解るであろうと思ってやった事である
が、ついに石丸次官が気がついて、それではという
ので「心得」を消して下さいまして、本当の課長に
なりました。
　かくして官吏生活を送ること９年半、その間課長
は１年半ばかりやって、大正９年５月18日、鉄道省
を辞しました。よくよく、官吏というものは、人生
の最も盛んな期間を役所の中で一生懸命に働いて、
漸く完成の域に達する頃には、最早や従来の仕事か
ら離れてしまわなければならない。若い頃から自分
の心に適った事業を興して、これを育て上げ、年老
いてその成果を楽しむ事の出来る実業界に比較すれ
ば、かような官吏の生活は如何にもつまらない。十
年近い官吏生活を経験した私は、次第にかような考
えを抱くようになった。そこへ、今の東横の前身で
ある武蔵電気鉄道株式会社というのが、未建設の免
許線だけもっていたが、どうも仕事が捗らないので、
社長の郷男爵から石丸次官の所へ常務取締役となる
べき適任者の推薦を依頼して来た。そこで、次官は
私に行って見る気はないかと相談されたので、いよ
いよ決心して、常務取締役として武蔵電気鉄道株式
会社に入ったのであります。これが鉄道省を辞めた
事情であります。

　武蔵電気鉄道株式会社は、郷誠之助男爵が社長で、
渡邊勝三郎氏が専務取締役であり、その他の重役も
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これを完成させなければ、鉄道省を辞めて来た私の
社会的生命が無くなると考え、日夜腐心いたしてお
りました。些か話が前後しましたが、そのうちに、
例の関東大震災に遭遇しました。丁度、目蒲電鉄の
沼部・蒲田間開業の当日であったが、新しい軌道敷
はガタガタになり、電柱は歪んでしまって、勿論、
開業など出来よう筈がない。漸く12月に至って開
業致しましたが、あにはからんや、この大震災が禍
を転じて福と為したのであります。それは蔵前の高
等工業学校が震災で焼けたために、急速に校舎を建
築して授業を開始しなければならぬ事情に迫られて
いたところから、田園都市株式会社が所有していた
大岡山の92,000坪の土地と蔵前の高工敷地12,000
坪の土地とを交換しないかという交渉を受けたので、
会社もこれに応じて、勧業銀行の査定に従って交換
致しました。高等工業は急造のバラック校舎を大岡
山に建て、12月から授業を始めた。この92,000坪
の地所は、会社の帳簿価格は100万円以下であった
が、蔵前の12,000坪の地所は、間もなく復興局の
材料置場として180万円で買収されました。この金
で、私は武蔵電鉄の株式の過半数を買収致しました。
従って、武蔵電気鉄道会社の重役は総辞職しました
ので、私は改めて目蒲電鉄を代表して、武蔵電鉄の
専務取締役に就任致しました。そして、名称を東京
横浜電鉄株式会社と改め、いよいよ建設に着手した。
先ず最初に、多摩川・神奈川間を開業し、次いで多
摩川・渋谷間を開通し、更に横浜・桜木町間の省線
を54万円で払下げを受け、遂に最初の計画通り、
渋谷・桜木町間全線の開通を見るに至ったのであり
ます。
　しかしながら、昭和４年から８年に至る財界不況
に遭遇するに及んで、再び私は殆んど自殺を考える
に至った程の苦しさを経験致しました。東横電鉄は
政府から年額30万円の補助金を貰っておりました
が、営業の実績はどうしても１年に45万円以上の
赤字が出る。補助金で補っても年額15万円位の不
足を来たすのであります。そこで、止むなく、大鳥
神社・大橋間の乗合自動車を東横乗合株式会社に
10万円で売り、或いはまた駅構内自動車の駐車権
を東横タクシー株式会社に約10万円で譲渡すると
いう様な苦肉の策を講じて、辛うじて５分の配当を

当時としては実業界一流の人物が揃っておりました。
資本金は245万円であったが、建設にかかるには如
何にしても1,000万円に増資しなければならないと
いう事情にあった。ところが、丁度欧州大戦後の不
景気のどん底に遭遇して、どうしても増資が纏まら
ない。私も小池國三氏と一緒に福澤桃介氏の宅へ増
資新株を持って貰うことを頼みに行って、断わられ
た事がありました。かような次第で、鉄道の建設ど
ころではなく、私が鉄道省から連れて来た松浦や、
技術方面の泉、馬場などの給料すら払えないという
有様であった。
　そこから２年ばかりの間は、全く増資の見込みす
ら立たず、非常な苦労をしましたが、その頃、鉄道
省時代から面識のあった小林一三氏が故渋澤子爵の
創業に係る田園都市株式会社の顧問格で、色々と事
業上の意見を述べておられたが、或る時、私に対し
て、「どうも今の重役は私の意見を実行する力が乏
しい様であるから、君が一つ田園都市会社に入って
私の言う通り実行してくれないか」という意味の相
談を持ちかけました。そして、その一両日後、日本
倶楽部で矢野恒太氏に面会した折に、矢野氏も万事、
小林の言う通りやってみてくれという事でありまし
た。そこで私も、武蔵電鉄の方は、到底早急には建
設できないので、これは先ず田園都市会社の有する
免許線を建設して、それからの事にしようと考えて、
大正11年9月2日に田園都市株式会社から鉄道部を
分離させて目黒蒲田電鉄株式会社を創立し、私はそ
の専務取締役に就任しました。鉄道を分離した田園
都市会社の方は竹田政智氏が社長で、篠原氏が専務
取締役でありました。
　目蒲電鉄では、先ず目黒・田園都市間を最初に建
設し、次に田園調布・蒲田間の免許線を武蔵電気鉄
道会社から６万円で買収して、これを建設して目黒・
蒲田間を全通せしめ、更に大井町・洗足間の免許線
を大井町・大岡山間に変更して、これをも建設しま
した。かように目蒲電鉄の方は捗り、政府の補助金
も１年だけは貰ったが、後は貰う必要が無い程の好
成績を挙げることが出来た。そして、目蒲電鉄は、
後に田園都市株式会社に合併し、更に池上電鉄をも
合併して、今日に至っているのであります。
　然るに、武蔵電鉄の方は容易に建設出来なかった。
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布間の電車を敷設したりして、あらゆる手段をもっ
て合併条件を有利にしようとして来ました。幸いに
川崎合名から持株を譲るという話があったので、全
部で12万株の中85,000株を一夜にして買ってしま
いました。
　なお、乗合自動車の如きも、未だ誰も問題にして
いなかった頃から、私はその将来性を信じて、はや
くから別に代々木乗合を経営しておりました。この
代々木乗合が旧東横乗合株式会社、即ち現在の東横
電鉄自動車部の母胎となり、今日では中央線から東
海道線に至る間、海を除いた東京の３分の１の地域
の乗合自動車を統制しております。興業費の点から
見れば、自動車部は350万円位であるが、収入は東
横電車より多く一日約１万円位であります。かよう
に、乗合自動車、田園都市業、その他諸種の沿線開
発策の成功と、東横百貨店が地の利を得た事とに依
り、会社は著しき発展を遂げました。

　以上を以て、私の経験談を終る事に致します。が
次にこの間において得た所の私の経験について些か
述べてみたいと思います。
　先ず、人の成功と失敗の岐れ目は第一に健康であ
ります。次には、熱と誠であります。体力があって、
熱と誠とがあるならば、必ず成功致します。禅語に
「随処に主となる」ということがありますが、貴賤
を問わず、何時でも自ら主となる様に努めなければ
なりません。その時、その折において必ず第一人者
となるのには、それだけの確信が持てるように他人
よりも余計に勉強しなければならない。而して、そ
れには敵弾の十字火中に在る様な滅私奉公的の熱誠、
或は神仏を礼拝する時の様な誠実が無ければ出来な
いのであります。自分の現在従事しておる仕事に就
いて、常に第一人者となる様に努力しておるならば
個人的収入も、社会的地位も、総て必ず向上して行
きます。
　この体力と熱誠さえあれば不可能な事はないとい
う事を、私は自らの経験上確信しております。ナポ
レオンは自分の辞書には不可能という言葉は無いと
言ったとの事であるが、私のいう意味は、それとは
少し違っている。自己の頭脳で合理的に考慮した上
で、是非とも必要な事であり、必ず出来ると信じた

続けて来たのであるが、実に惨憺たる苦心をしたの
であります。今にして思えば、総て耐久力の問題で
あって、私共の経験した両度の不景気時代に随分多
くの富豪が倒産している。我々が書生時代に富豪と
いわれた人々は殆んど、ことごとく没落してしまっ
たといってよい程であります。東横電鉄の如きもこ
の間を苦心して持ち耐えてきたればこそ、今日の盛
大を観ることが出来たのであります。
　勿論、この間といえども、ただ単に消極的に持ち
耐えて来たのみでなく、色々な発展策を講じて来ま
した。一例を学校の誘致にとって見ても、慶應大学
には日吉におけるブック・バリュー94〜５万円の
土地を寄付し、府立高等学校や日本医科大学には約
10万円の土地を、それぞれ寄付し、又青山師範に
は５万円以上を寄付しております。また、最近、渋
谷に百貨店を経営するに至って、玉川電鉄は是非と
も共同して経営すべきものであると考えたので玉電
の当局者を２年以上に亘って説いて来たが、どうし
ても聴き入れられなかった。単に私一人で勧説した
のみではなく、門野重九郎氏を始め、小林一三氏や、
川崎克氏や、或は中川正左氏を通じて幾度も説得に
つとめたが、駄目であった。しまいには、玉電の重
役を何人でも入れるし、専務は終生専務として待遇
するから、合併しようと提議したが、これも駄目で、
篠原氏から面会を申し込んでも、返事も来ぬという
有様であった。結局、止むを得ず、株買締めの手段
に出づるの外、途はなかった。あたかも、札束をも
って白昼強盗を働く様な仕事であるが、如何とも致
し方なかったのであります。玉電を合併すれば、年
額10万円位の節約が出来るのみならず、将来渋谷
に17,000坪位のビルディングを建てて百貨店を経
営しても、十分消化できるようになると確信してお
ります。玉電を合理的に経営する事は、未だスター
トを切ったばかりで本調子になっていないが、玉川
の社員諸君も私の方針をことごく諒解して、それぞ
れ東横の社員と融合して努力しております。
　先に目蒲において池上電鉄を合併した場合も、玉
電の場合と同様に、随分抵抗が強かった。この時は、
合併の仮契約を締結する所まで進んだものが、先方
の臨時総会で流されてしまいました。その上、先方
では、或は乗合自動車に依り、或は雪ヶ谷・田園調
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が必ずあります。こんな状態で、こんな事をしてい
て、自分は一体どうなるであろうと悲観する事が必
ずあります。恐らく諸君は、今スタートしてから、
先ず10年や20年の間は悲観する事ばかりの連続で
あると思えば、間違いはない。然し、左様な時には、
考え給え、健康と熱誠さえあれば必ず目的は達成す
ると。最初の10年なり、20年なりの間、例えてい
えば算術級数的にしか向上しなかった収入も、社会
的地位も、25年、30年の後においては、それは幾
何級数的に向上するようになります。その時期に至
れば、従来の２倍や３倍の向上を見ることは、全く
容易な事であります。それ迄は、諸君は私が先程言
った「随処に主となる」ことによって、即ちその時
その地位において第一人者となる事によって、満足
して暮さなければなりません。
　大変長くなりましたが、これを以て終りと致しま
す。

事であれば、途中に如何なる困難が起っても、決し
て挫折することなく、目的を遂行して来たというの
であります。最初から妄想に類するが如き事でも出
来るというのではない。少くとも、健全な頭脳で合
理的に考慮したことであれば、体力と熱誠とを以て
すれば、必ず目的を遂行出来るというのであります。
今回の私の刑事事件の如きも、困難ではあるが、「可
能」であると私は最初から確信しておりました。勿
論、会社の重役、株主始め社員諸君や知友等の同情
にもよりますが、最後まで弁護士をリードし、裁判
官を動かすような積極的意識を造ったのは、私自身
でありました。兎に角、人間は第一に体力、第二に
熱と誠、これだけあれば必ず何事でも出来ます。私
は体験上、これを確信しております。故に諸君は今
後幾十年の永き人生のスタートに当り、十分健康に
注意して、熱誠を以て仕事にあたる様に決心して頂
きたい。
　永い人生の途中においては、幾度か煩悶する時代

　このように、内では社員教育、外に向かってはさ

らに翁は本格的に沿線子弟の教育に深い関心を持つ

ようになり、1938（昭和13）年に、私財を投じて

東横商業女学校の開校を決意し、その準備を、東京

横浜電鉄の教育保健課に命じた。この私財というの

は、慶太翁が東京市長選の疑獄に関連した裁判で無

罪となった際に、会社からの慰労金５万円に私財

12万円を加えた17万円がその原資である。この疑

獄事件では誘致した大学への寄付の帳簿処理に問題

が波及したため、その体験から、詰まらぬ誤解を受

けるよりも自力で理想の学校を建設しようと決心し

たのである。

　校地は、現在の等々力中高校のある世田谷区玉川

等々力町３丁目300番地に、2,963坪の土地を求め

た。多摩川に程近いゆるやかな丘陵で、付近には、

目黒蒲田電鉄が経営する駒沢ゴルフコース、等々力

ゴルフコースがあり、また、満願寺や等々力溪谷の

名勝も近くにあって、朝夕、富士山を眺められる絶

好の環境であった。校舎もこの背景にふさわしい瀟

洒な木造２階建てとし、特にその玄関は代々木にあ

った紀州の徳川邸のそれを譲り受けて、そのまま移

築したのである。

　1938（昭和13）年12月17日、各種学校令によ

る認可を得て、翌14年４月、東横商業女学校が開

校した。校長には、御茶ノ水師範学校から吉田弘を

迎え、職員組織には鳥取一中を辞して上京した三浅

第３節　1938（昭和13）年業績
１　学園創立の準備

紀州徳川家の玄関を移築した東横商業女学校の玄関
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　それは現在高等学校のある校舎を

建てる時、既に一流の高等女学校の

設備をする様にとの五島会長の命令

があった事である。

　当時は戦時体制で、高等女学校の

校舎を建てる事は色々の統制令の束

縛で出来ない事だったので、時局向

きの青年学校々舎を建てると云う事

で建築許可を受けたのである。従っ

て、青年学校ならば自分の処の男女

青少年社員の職業教育をする処、又

主力を軍事教練におく処だったので、

理科教室や家庭科教室等に、左程費

用をかけなくてもいいのであるが、

五島会長は、何んとかして日本女子

教育に新局面を開きたいと云う大き

な望みを抱かれていて、創立の理想

は「知行合一」「格物致知」在来の

女学校教育は役に立たぬ事ばかり教

えているから、実物教育を通して、

科学的な教養深き子女養成をモット

ーとする様にとの御言葉に従い、青

年学校には不相応な理科教室と割烹

教室を造るに至った。

　その頃は、鷺宮にある都立家政学

院が、略々この方向に進んでいる評

判の学校だったので、そこを視察し

て参考とし、それに輪をかけた完備

した割烹教室を造った。タイプライ

ターも１教室40人全部一斉に使え

る様一挙に揃えた。

　本社の人々の中には、何時の間に

こんな豪勢な教室を作ったのだと不

審さうな人もいた位いである。此処

に私は、五島会長の遠大な、而もや

る以上は本格的なものを作ると云う、

物に徹した考え方が現れてをり、今

日の東横学園の大をなす元素が潜ん

でいたと思う。

　斯くして文字通り立派な青年学校

を造営して置いて、次ぎの段階、高

等女学校へ移転するという方策が進

められた。当時の秘書課長西本定喜

氏の手引きで、都の教育係官や、内

務省の役人の許まで「立派な校舎が

昼間は空いていて、御国の為めにな

らないから」と繁く陳情して、漸く

各種学校令による東横商業女学校が

誕生したわけである。

　東横商業女学校創立の理想は、物

事に即した教育、科学的な実践を通

しての人格の淘冶にあった。だから、

初代の校長を選考するに当っても学

校経営に手腕のある数々の文科系出

身の有力候補を採らず、初めから理

科出身と云う事に限定して、遂に東

京女高師より理科出身の吉田弘氏を

招聘する事になった。

　此の教職員採用方針は、小使さん

にまで及び、小使さんの資格は単に

掃除や、使い走り許りでなく、日常

家庭に於ける大工の仕事でも、植木

屋の仕事でも出来る人と云うむずか

しい条件で採用された。その小使さ

んが、今も尚、老いたりといえども、

元気で働いている高木老小使である。

　　　　　　　　　　 （原文のママ）

東横学園の創立前後

『東横学園20年史』より

西沢慶二郎（当時の東横電鉄本社教育保健課長）

勇吉をはじめ、次第に有能な教師陣を揃えた。

　そして、すでに1937（昭和12）年に開校してい

た東横青年学校、東横家政女学校も東横商業女学校

に同居することになった。つまり、この年以降、昼

間と夜間の別はあったが、東横商業女学校と東横青

年学校・東横家政女学校は同じ校舎で授業を行った。

なお、この東横青年学校、東横家政女学校は、

1942（昭和17）年５月１日の東京急行電鉄誕生と

ともに東急青年学校として新発足し、同時に東急経

堂青年学校、東急鶴見青年学校が仲間入りした。戦

後は、約１ヵ年の空白の後、1946（昭和21）年９

月に東急鉄道学校として再開したが、社内に新制高

等学校設立準備委員会が設けられたことなどにより、

1948（昭和23）年３月末をもって廃校となった。

　このように、東横商業女学校の誕生は、東急電鉄、

青年学校とは切っても切れない関係にある。創立環

境を理解するために、当時の東横電鉄本社教育保健

課長であった西沢慶二郎の回顧録「創立前後」（『東

横学園20年史』所収）の一部を引用してみよう。
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開校式典で式辞を述べられる五島慶太名誉校長（６月１日）入学式当日の東横商業女学校正門（４月10日）

　東横学園の歴史は、1939（昭和14）年４月10

日に最初に入学式を挙行した「東横商業女学校」か

ら始まるが、この当時は戦中のさなかである。日華

事変下の同年６月１日の東横商業女学校の開校式で、

式辞「時勢は如何なる女子を要求するか」で慶太翁

は、女子教育の必要性の思いのたけを述べた。立場

は名誉校長ではあったが、慶太翁は他人任せにせず、

自ら意欲的に教育に携わり、教育上の色々の指示を

与えているのである。時代が変わっても、人間育成

の根本精神に変わるところがなく、慶太翁の女子教

育に関する基本的な考え方をこれによってみること

ができる。この記念すべき東横学園の前身である東

横商業女学校の６月１日の開校式が、東横学園の創

立記念日となった。この式辞の全文を掲載する。

第４節　1939（昭和14）年業績
１　東横商業女学校開校式辞と慶太翁の建学の精神

れはひどくめかしたり、威張って居たりすることで
はなく、何となく、品の良い、感じの良い人、即ち
清楚なる風格を有する女子が要求されています。
　第三には計数的の結論に依って物事を判断し得る
女子を要求して居ります。今の女子にも男子にも欠
けている点は、事を判断するに計数的結論に依って
判断することが出来ないという点であります。計数
的結論に依って事を判断するには経済的頭脳の所有
者でなければなりません。それには個人経済は勿論
のこと、国家経済、進んでは国際経済をもよく理解
していなければ計数的結論は出て参りません。
　第四には自己の力に依って生活し得る自信力を持
つ女子であります。何でも男子に頼るというのは昔
のことであります。現在の我国では男子は戦線に、

　私は最近、女子の店員竝びに女子の社員と共に働
いて見た結果に徴し、現在、時勢は如何なる女子を
要求しているかを考えて見ますと、先ず第一に必要
なのは健康ということであります。健康でなければ
決して積極的な考え等は出ない、只生きるというこ
とが最大限度の目的となって、外に何か仕事をする
などという考えは出ません。従って身体の弱い人に
は進歩発展は望めません。これからの国民は先ず健
康、即ち言葉を換へていえば、旺盛なる生命力を有
する国民でなければなりません。生命力の旺盛なる
国民を創るには、矢張、生命力の旺盛なる女子を創
るということを第一の目的としなければならないと
思います。
　第二には風格の高い人間を要求して居ります。そ

時勢は如何なる女子を要求するか	 名誉校長　五島慶太

東横商業女学校開校式式辞
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大陸に進出して行かなければなりません。男子が之
等国策の第一線に立って居る時国内にいる女子は凡
て自己の力に依って、いざという場合には立上がる
だけの自信力を持たなければなりません。その為め
には女子なりと雖も、如何なる困苦にも堪え、倒れ
て後己むという位の鞏固な精神力を持って独立生活
をなし得る自信力を持つことが大切であります。
　第五には信仰的生活をするということであります。
信仰的生活をしなければ精神の安定を得ることは出
来ないと思います。
　然らば如何にして之等の諸要求を満足させる教育
をするかという方法論になりますが、私の卑見を申
述べますならば私は只、理論や講義でなく、すべて
実践に依って習得させたいと考えて居ります。即ち
健康に対しては筋肉労働をさせる。アルバイッ・デ
ィエンストというような生温いことではなく、一歩
を進めて筋肉労働を毎日させることに依って、本当
の健康を得させたいのであります。
　又、風格を高尚ならしめるということの為めには、
どうしても漢籍を或る程度まで頭に入れなければな
りません。日本の本当の国体精神を諒解せしめる為
めには、日本書紀とか万葉集とか古今集とかいうよ
うな古文書に関する理解知識も必要であります。美
術というものに対しても相当に理解させることが必
要と考えます。音楽、生花、茶の湯、謡曲、是等は
一々実行致しまして、音楽に依って頭を高尚にし、
美術に依って品位を幾分でも高め、目と耳との教育
を施して幾分でも風格を高尚ならしめることに努め
たいと考えるのであります。
　計数的結論に依って物事を判断し得る能力を持た
せる為めには、経済雑誌及び新聞紙上の経済記事を
読んで、現代の経済、現実の経済問題を理解せしめ
ることが必要と思います。例へて言えば、自由経済
と統制経済というものには、どういう区別があるか、
統制経済というものを、どうしても実行しなければ
ならないというのはどういう訳であるか、斯様なこ
とを計数的結論に依って教授し、それに依って自由
経済よりも統制経済でなければならないということ
を納得せしめねばなりません。尚又、今日の米穀政
策とか、森林政策とか、鉄鋼政策とか、交通政策とか、
貿易政策とかいうようなものを本当に国家の予算に

依って説明し、之を計数的結論に依って斯くするの外
なきことを理解せしめたいと思います。企業に対し
ましても、又、個人的商売に対しましても同じことで
ありますが、資本勘定と収益計算の区別を修得せし
めて、計数的結論に依り、企業や商売の成否を判断
せしめるように教育しなければならないと考えます。
　独立生活の自信を会得せしめる為めには、職業的
教育を施すことが必要であります。幸にして、東横
電鉄は百貨店という立派な機関を持って居りますか
ら、之に依ってレヂスターの打ち方、伝票の付け方、
及びその整理、タイプライターの打ち方、珠算、計
算器の実習、或は仕入から販売コストに至る迄、一
通りの職業的知識を修得せしめることが出来ると考
えます。
　信仰的生活に就いては、科学万能主義の教育より
も、少し形而上の、即ち科学以上の教育をしなけれ
ばならないと思います。即ち哲学の何ものたるか、
又天文学の何ものたるかを多少知らせなくてはなら
ないと思います。その外今日最も必要な日本精神を
よく理解せしめたいと思います。この日本精神は現
実の歴史に依って、言葉を換へて言えば、現実の過
去の事実に依って之を理解し、習得せしめることが
大切であると考えます。此の為めに日本精神のエッ
センスである処の皇太神宮の参拝、各家庭及び学校
に神棚を設けて毎朝参拝せしめ、或は神社仏閣にも
参詣して敬神崇祖の念を植えつけ、その神域は絶え
ず之を清掃させるということも実行して、真の日本
精神の養成に努めたいと思って居ります。又、日本
文化に至大の影響を与えた経典の如きも理解し得る
ように教育し度いと思って居ります。それから禅に
就いても教育し実行して見たいと思います。禅は極
く平易に申しますれば自己を拡大して自己の住んで
居る処の社会、国家と自分とを同一にする、その間
に区別をしない、全く合一させるということだと思
います。この禅の修養も実行して信仰生活の一助に
したいと考えて居ります。
　大体、以上のようにしたならば、新時代に即応し
た日本女子が出来ると思います。今度設立しました
東横商業女学校に於ては以上の如き私の抱負を実現
し、国家の為めに些かでも御奉公を致したいと考え
て居ります。



45第１編　東横学園　　第１章　慶太翁が東横学園を創立

　慶太翁がこの開校式で述べたことが、東横学園の

建学の精神となり、今に伝えているが、創立当時か

ら慶太翁の薫陶を受け、第２代校長となった三浅勇

　また、「東横学園女子短期大学30年史」を執筆し、

「もう一人の五島慶太翁伝（勉誠出版）」の著書でも

ある文学博士、慶應義塾大学名誉教授太田次男も、

吉の「回顧20年」（『東横学園20年史』所収）は、

慶太翁の教育観について、興味深い見解を述べてい

るので、一部を転載する。

開校式における式辞「時勢は如何なる女子を要求す

るか」について、慶太翁の当時の教育観を次のよう

に分析をしている。

　「五島先生が、何故に教育に対し

て格別の興味をお持ちになっていた

か。学園創設の動機は奈辺にあった

か。ということは極めて大切なこと

がらであると思うのであります。

　殊にその出発が、女子教育からで

あったということは、また特に留意

を要すべき点であります。

　それは、明治38年の春、東京高

等師範学校卒業後、三重県四日市商

業学校の英語教師就任という、その

社会生活への第一歩、新しい人生へ

の出発が、教育界であったというこ

とが、そもそもこれを決定的、運命

的なものにしたので、後日、官・財

界に転進され、やがて財界の王者と

なられましても、所詮、育英に対す

る関心と郷愁とを抑止することはで

きなかったのであります。

　教壇生活の飯を三日食ったものは、

生涯、教育の味を忘れることはでき

ないのであります。

　それ故に、学園設立のことは、早

くから先生の生涯の設計として樹立

されていたものと、私は信ずるもの

であります。時折、早稲田・慶応に

勝るとも、劣らぬものとしなくては

ならぬのだと漏らしていられたこと

を想起するのであります。

　教育こそ国家社会発展興隆の基礎

である。樹を植えるは十年の計、人

を植えるは百年の大計であるという

信念は、早期にはじまり、そして先

生の生涯を貫いていたものと信じま

す。事実、会社経営にあたられて、

もっとも痛感されたのは、『人』を

得ることであったのではないでしょ

うか。

　この教育に対する信念と理想とは、

学園開校披露式当日―昭和14年６

月１日―多数の貴賓、関係者、父兄、

職員生徒を前にして、開陳された「創

学校」の御演旨『時勢は如何なる女

子を要求するか』に瞭然明示されて

おります。

　その髄脳とするところは、有為有

能なる真の日本的女性の育成―（内

に在っては家政に堪え得る、堅実に

して優雅なる母性、出でては多岐複

雑なる社会生活に処して余りある実

力を把持する進歩的女性）－国家社

会に奉仕し得る人格の錬成－（科学

的知識・計数的観念にもとづく職能

才幹と実行力をもって、社会国家に

貢献せんとの熱意を有する近代的女

性）ということに帰するのでありま

した。

　この教育理念は、時勢がいくら推

移し、文化が発展しましても、正し

く理解するならば、敢て変改の要な

きものと私は考えております。学園

の教育は、この故五島先生の理想を

理想として、不断の御精進をいただ

きたく、お願い致すものであります。

　－中略－

　また、女子の職業教育をもって第

一着手とされたことも、時代の要求、

社会的要望に即応して、職能をもっ

た有為な女性を養成せんとせられた

には相違ないが、もっと根本的に、

濶察をたくましうするならば、賢夫

人への追念にあったろうと申したい

のであります。広義にいえば、母性

こそ国と家との根抵をなすのだとい

うことになる。私はさうであったろ

うと忖度するのであります。」

　　　　　　　　　　（原文のママ）

回顧20年

『東横学園20年史』より

三浅勇吉（東横商業女学校第２代校長）
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　「まず最初に触れておくべきこと

は、演題にある「時勢」という意味

はむろん日華事変下とおきかえても

よく、当時の式次第には「皇軍武運

長久祈願黙祷」や「海ゆかば」の斉

唱もみえる。次に式辞のはじめに「私

は最近、女子の店員竝びに女子の社

員と共に働いて見た結果に徴し」と

あるのが目につく。つまり、ここに

述べられたことは、当時の言葉でい

うすでに職業婦人になっている人に

接して得られた知見をもとにして、

翁の年来の考えをまとめた結論ない

し「私の抱負」であり、それをその

まま新しくできた自分の学校の教育

の場で実践したいと強く希望したも

のといえよう。

　いま、これを要約すれば次の五点

になる。第一、健康。第二、風格の

高い人間になる。第三、計数的の結

論によって物事を判断し得る女子で

あること。第四、自分の力に依って

生活し得る自信を持った女子である

こと。第五、精神の安定をうるため

には信仰生活をすること。そしてこ

れらの方法としては基本的に理論や

講義に重点をおかず実践によって習

得させようとする。

　一般に式辞といえば美辞麗句が並

べられるのが世の常であるが、翁の

この文をよく読んでみると、各種学

校令の学校であるためか、ちょうど

社内の学校に呼びかけるような自由

さがあり、その意味で翁の考え方が

飾らずに正直に打ち出されている。

　－略－

　要するに、翁は主として質の高い

職業婦人の養成をめざしたのであり、

それがそのまま新しい商業女学校設

立の目的でもあった。そして、さら

にこの数理に明るく経済に強くなる

ような教育が実業学校教育などに局

限されずに一般女子教育にも採り入

れられ、都市生活をいとなむ一般主

婦をも益するようになることを望ん

でいる。つまり、ここに狭い身内意

識にとどまらず、もっと広い、客観

的な教育の理想が示されているとい

える。

　当時、女子教育の主張には根底に

良妻賢母を育てることを主眼にする

ものが多かった。ところが、翁は日

頃から勤労夫人に接触する機会が多

く、その角度から女性をみていたし、

また時代は男子に代るべき独立の能

力をもつ女性が求められていただけ

に、翁は鋭敏にこういう時勢の動向

をもくみとり、これからの女性は以

前と変わることなく内にあって家事

と育児にのみ専念すればよいとは説

かなかった。つまり結果的にいえば、

健康で、外にあっても活動的であり、

そして自主的な判断力をもつ知的な

女性を育つことを待望したものと思

われる。現実社会に身を置いていた

だけに、従来から続けられた女子教

育の固定観念に一切とらわれること

なく、戦後の女性観や女子教育に比

較的に近いものをこの時点で既に把

握することが可能であった。その意

味で当時、つまり戦前としては正し

く出色の教育観といえる。」

もう一人の五島慶太伝 太田次男（東横学園女子短期大学30年史執筆者）

　次に、名誉校長五島慶太の名によって発表された

東横商業女学校の「設立趣意書」全文を転載し、こ

の学校の設立の動機と教育方針とを明らかにする。

前述の「時勢は如何なる女子を要求するか」と、こ

の「設立趣意書」とを合わせて読めば、慶太翁がい

かなる抱負と理想とをもって本校を創立されたかを

窺うことができる。



47第１編　東横学園　　第１章　慶太翁が東横学園を創立

特に東横百貨店を煩わして商品に対する知識、商
品の生産より消費に至る過程を実習せしめ、従来
の女学校教育の弊を矯正すると同時に、家事裁縫、
育児衛生、料理、作法、家庭経済等、女性本来の
特技に関しては、活きたる教育と実地訓練とを主
と為し、此の為めの教職員は単なる学校卒業有資
格者と言うよりは、現に実社会に活動しつつある
斯道の錬達堪能の士に委嘱し、真に役立つ人間の
育成に邁進する方針なり。
　　従って成績考査は従来の如き試験を廃止し、平
常点に重きを置き、尚教育監察の要項を設定して
教育の合理化を図り入学者選定に付きては知能テ
ストを資格検定に止め、人物体格等に重きを置き
て詮衡を行う方針なり。
　　斯くして本校生徒は学窓を出でて、直ちに実務
に就くも可、入りては家庭を守るも可なる女性た
らしむる事を念願するものなり。

３、本校の特色
　　本校は東横、目蒲両電鉄会社の経済的支援もあ
る事なれば世上に偶々ある学校と軌を同じくする
ものにあらず。学校設備の完備、教職員の充実等、
最善の努力を致し、世の期待に副うべく、十分の
確信を有するものなり。
　尚、小生が特に留意したる点は次の諸点なり。
（１）校舎は理想的なる教育環境を選びたること。
　　本校は世田谷区玉川等々力町３丁目３００番地、
約３千坪に亘る丘陵にあり、一帯は高燥快適なる
緑地にして、空気清澄、遥かに富岳を望む風光雄
大の地なり。

（２）健康的校舎に努めたること。
　　校舎は採光、通風に特別の注意を払い、健康の
維持増進に最大の意を用いたり。

（３）学資の低廉に努めたること。
　　小生の経営する東横、目蒲全電鉄会社は、夙に
沿線居住者との共存共栄を「モットー」として今
日に至れるが、小生一個としても沿線居住者に対

１、設立の動機
　　我国女子教育界の現状は概ね偏知的観念的教育
に重点を置き、実際的方面の知識技能の錬磨に欠
くる所あり。為めに現今の女学校卒業者が、多く
常識の程度に於て、将又、実務の方面に於て、社
会の要望に副はざるものありと非難せらるるは、
洵に遺憾なる次第なり。
　　最近に至り、之が革新の輿論昮まり、教育方針
も漸次実践的、創造的教育に転換せられ、一般に
実務的知識技能の錬磨を主とする学校の設立を見
るに至りたるは、国家の為め、私に慶賀し居ると
ころなり。然りと雖も、女子教育にありては実業
教育を目して特殊教育と見做す傾向強く、未だ以
て一般子女の教養となす域に達せず、依然として
無意味なる観念的偏知的教育を以て最上なりとす
る無自覚なる実情にあり。惟うに現代の家庭に於
ける女性の生活、殊に都会に於ける女性の生活は、
凡てが商品売買による生活と見做し得べく、従っ
て商業的教育を受け、或は更に職業的、社会的実
務の訓練を受けたるもののみが能く今日の都市生
活に於て、よき主婦、よき母性として合理的、能
率的なる家庭を営み得るものと信ずるものなり。
殊に日支事変に際会し、男子青壮年の大陸への大
量移行に処する為めにも、国内に残る青年女子に
真の実務的教育を施して、之が代行を為さしむる
は国家の為めに喫緊の要務なりと信ず。茲に於て、
小生は職業的、実務的陶冶と女子特技の伸長を根
幹とする真に時代に必要なる都市女性、日本女性
を育成すべく、東横商業女学校の開設を決意せる
次第なり。

２、本校の教育方針
　　小生の経営する東横商業女学校は教へ込む教育
に非ずして、生活態度の育成錬磨、及び実践によ
る知識の習得に重点を置き、一切の知識技能を実
践を通じて獲得せむとするものにして、此の為め
に本校生徒は学生生活中に於て適当な期間を選び、

五島慶太

東横商業女学校の「設立趣意書」
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し深く敬意を表したく、茲に本校を開設して各位
の子弟教育に便せんと致せるなり。従って本校は
此の根本精神に則り、先づ学資の軽減に留意せり。
即ち本校は普通の高等女学校に比し１年早く卒業
し得る集約的４年制とし、父兄の負担を軽減せり。
授業料は月額５円と為し、他の諸学校に比し１、
２円低額とせり。其の他寄附金等は一切徴収せざ
る方針にして、東横百貨店に於ける実習に対して
は相当の報酬を受け、以て学資の一助たらしむべ
く、其の他、学用品等も東横百貨店を通じて低廉
に販売し、且つ交通費の低廉を計り、出来得る限
り父兄の負担を軽減する方針に出でたり。

（４）就職希望者の便宜を計ること。
　卒業者中、希望者は、東横百貨店、東横電鉄、目
蒲電鉄、其の他、小生関係会社に優先的に就職出
来る様斡旋せむとす。

４、東横商業女学校大要
（１）所在地　世田谷区玉川等々力町３丁目300番地
　（電車－二子玉川線等々力駅下車徒歩約７分）
　　（自動車－東横バス玉川警察署前下車）
（２）修業年限　４ヵ年
（３）面積　2，963坪
（４）竣工並に開校年月日
　　昭和14年２月20日竣工、昭和14年４月開校
（５）学級編成　各学年を３学級とし１学級を50名
　とす

（６）募集生徒人員　１学年150名、２学年若干名
（７）入学願書　受付開始昭和14年２月１日
　　　　　　　受付締切昭和14年３月20日
（８）設立仮事務所　東京市渋谷区大和田町１番地、
　　東京横浜電鉄株式会社内
　　（電話渋谷（46）3111‐ 9番）
　　　　　　　　　(漢数字変換以外は原文のママ）

　開校当初の教職員の顔ぶれは次の通りであった。

顧　　問　関谷竜吉　下村寿一　吉村千鶴　

　　　　　竹野せい

名誉校長　五島慶太

校　　長　吉田弘

教　職　員　三浅勇吉　小名文一郎　伊藤慎一　

　　　　　近喰カツ子　金原貞　小迫豊尊　

　　　　　向坂次郎　蟻岡つま　今村清一　

　　　　　福井玉夫　山口幸徳　和田ふじ

校　　医　竹野芳次郎

　何もかも新しい校舎に、第１学年３学級で150名、

第２学年１学級で57名、合計207名の女学生が通

学し始めると、等々力界隈は急に賑やかに活気づい

たようであった。また、４月27日には東横青年学

校も授業を開始した。

　東横商業女学校の開校式は６月１日の吉日に挙行

されたが、実にこの日の式典は創業の歴史を飾るに

ふさわしい盛大なものであった。当時の状況を東急

本社の社内報『清和』1939（昭和14）年６月号で

知ることができるので、その記録を転載する。

吉田弘　初代校長　　
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　慶太翁の訓辞や講話、あるいは執筆などの記録は、

社内誌「清和」にたくさん掲載されている。できる

だけ多くの社員にも意識の共有を図りたいと考えた

からであろう。つまり、会社が発展するにつれ、一

方では社内のコミュニケーションの不足が生じ、そ

れを補うために社内誌にその役割を持たせる必要が

生じたのである。しかし、清和の中の五島慶太翁の

挨拶や講演録には、単なるコミュニケーションの域

を超えた人生の生き方、道徳、宗教、哲学などへ広

がりに満ちている。清和創刊号に寄せた「人間の最

も大切な道徳」の寄稿文もその例であるが、本質的

にこれは教育者あるいは学者のスタンスといえよう。

ここに紹介する挨拶は、東急奥沢車掌所において話

された新入社員の訓辞（昭和14年4月4日）を例に

あげるが、教職員のみならず、学生にも読ませたい

内容である。時を超えて慶太翁の情熱が伝わる。 

　去る４月10日入学式を挙行し、

勇ましく活動の第一歩を踏出して以

来、着々施設運営に邁進しつつある

我が東横商業女学校は、新緑薫る６

月１日の吉辰を卜して、絶塵の浄域、

なぐはしのゆかりの里、等々力の丘

のべに高く聳え立つ本校新築大講堂

に於て、多数の朝野名士及び父兄保

護者の臨場のもとに、いとも盛大な

る開校式典を挙行し、いよいよ創業

の巨歩を進めるに至ったことは、豫

て斯界多大の関心注目の的となりつ

つある我が校校運の前途の為めに、

真に祝福に堪えない次第である。

　午前10時半、開式の辞に始まり、

宮城遥拝、皇軍武運長久祈願黙禱、

君が代奉唱、勅語奉読、同奉答歌に

続いて五島名誉校長並に吉田校長の

式辞があった後、岡田東京府知事の

告辞、来賓祝辞として東京女高師校

長下村壽一氏、日本女子商業学校長

嘉悦孝子女史、世田谷区長大倉勝馬

氏、小学校長代表玉川小学校長岩淵

徳貞氏、父兄代表石山皆男氏、生徒

総代鈴木操等各祝辞の朗読又は口演

があり、祝電披露をなし「海ゆかば」

斉唱の後、五島名誉校長発声のもと

に、天皇皇后両陛下萬歳を三唱し、

折柄窓外には緑の雨が降り注いでい

たが、式は極めて厳粛裡に進行し、

11時半無事滞りなく終了した。

　式場には一般来賓、本社側来賓、

父兄保護者、職員生徒一同参列、流

石の大講堂も立錐の余地なく、頗る

盛儀であった。特に各来賓の祝辞は

悉く本校設立の趣旨並に教育方針に

対して賛辞を呈せられ、将来之れが

理想の実現に向って鋭意精進すべく

感激に充ちた奨励の辞を賜ったこと

は深く感謝に堪へない所である。生

徒は選ばれたる東横商業女学校の一

員として、其の使命に奮い起つべく、

職員及び関係者一同亦責任の重且つ

大なるを痛感し、

一路教育報国に

邁往せんとの熱

意を新たにし、

相倶に本校設立

の趣旨、教育理

想の実現に向っ

て勇躍邁進せん

ことを深く心に

誓ったことであ

る。

　尚、本式典に関し、左記各位より、

御鄭重なる御祝儀に接したことに対

しては、共に特に深甚なる謝意を表

する次第である。

１．御祝儀　壱封　第一銀行

　　　　　大崎支店殿、渋谷支店殿

１．御祝儀　壱封　三菱銀行殿

１．「君が代」書軸　壱

　　　　　　　　　　竹野芳次郎殿

１．静寛院宮鏡様人形箱　壱

　　　　　　　　　　　竹野清子殿

１．盆栽　大鉢　小池駒次郎殿、

　　大平喜重殿、鈴木竹蔵殿、

　　鈴木勘七殿、小池錠吉殿、

　　鈴木筑吾殿、鈴木金吾殿

　　　　　　　以上　（原文のママ）

東横商業女学校開校式典の様子

東急本社社内報『清和』1939（昭和14）年６月号

入学式当日　東横商業女子学校講堂の新入生（4月10日）
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を孔子は仁、釈迦は慈悲、キリストは愛と説いてい
ますが、いずれもその根本は自己を社会国家の為に
犠牲に供することであります。自己を拡大して国家
社会と自分とを同一にし、その処に何等の区別を認
めないことであります。
　この境地に至るには禅的修養をすることが必要で
あります。禅は最高の道徳であります。孟子は「浩
然の気を養う」と言っていますが、その意味する処
は自己を拡大して国家社会と自分とを同一にするま
で精神を修養することであります。
　私には最近天文学や哲学が軽視されているように
見受けられますが、是はまことに遺憾に存じていま
す。人間は天体の運行を理解することに依って自己
が如何に小さく大海の泡沫にも比することを得ざる
小さな存在であり、価値なきものなるかを知ること
が出来るのであります。かような点からして哲学や
天文学をも知って、吾が身を反省することも大切で
あります。
　心の安定上必要なる第二のことは知識の向上であ
ります。知識がないと磁石のない船の如く吾々の人
生航路を正しく進んでいくことが出来ません。この
知識向上を図るにはどういう心掛が必要かと申しま
すと、計数的結論に依って物事を判断するというこ
とであります。数字を離れての知識はあたかも浮草
の如く、或は砂上の楼閣の如きものであります。数
字を面倒臭いものと思ってはなりません。数字を最
大の愉快なりと考えることであります。数字を読み
理解することは知識の向上を図る上において最も必
要と信じます。
　次に、第三としては強固なる意志の必要でありま
す。強固なる意志は健康なる身体に宿ると申します。
強固なる意志と健康なる身体を持っていれば、心も
平静であって世の中のことは何でも出来ます。自己
の頭脳で合理的に考慮した上で是非とも必要なこと
であり必ず出来ると信じたことであれば、強固なる
意志と意気込みさえあれば必ず目的を遂行すること
が出来ると確信致します。

　私は大学を卒業して既に30年になります。その間、
実社会の生活において私の経験したことの中で最も
大切と思うことを２、３申し上げて見ましょう。
　吾々が生存競争において優勢の地位を占むるには
何といっても健康が大切であります。健康でない人
間は、頭も鈍ければ、意思も弱く、朗らかでもなく、
決して積極的な考え等は出て参りません。健康とい
うことが何んといっても一番大切であります。健康
維持には肉体上の注意と、精神上の注意とを必要と
致します。肉体上の注意と致しましては、第一に戸
外運動をして日光に曝されることが最も大切であり
ます。人間の身体はそのままに放って置いたのでは
健康を維持増進することは出来ません。
　第二には運動と修養とを兼ねた「行」を毎日行う
ことであります。例えば、ラジオ体操とか、国民体
操とか、或は冷水摩擦、静坐、謡曲、読経等の如き
ものをやって、血液の循環を良くすることを実行し
続けることが必要であります。
　第三には完全なる睡眠をとることであります。完
全なる睡眠をとって、その日の疲労はその日のうち
に回復するように心掛けることであります。
　精神上の注意と致しましては、先ず以て心の安定
を得ることであります。心が不安定な状態にあれば
健康を維持することは出来ません。心の安定が如何
に身体に影響するかは数々の医学上の実験によって
証拠付けられております。人間の血液までも心の安
定如何によってその性質を異にするということであ
ります。然らば心の安定は如何にして得るかと申し
ますと、これには第一に情操の美化訓練をなすと同
時に、道徳的生活をすることが最も肝要であります。
　これには先ず吾々人間は社会的動物にして有機的
働きを為す一細胞に過ぎないことを認識しなければ
なりません。ロビンソンクルソー的生活は成し得な
いのであります。社会というものを以て生活の主体
として行かねばなりません。この社会的生活を円満
にするには「私を滅して公に奉ずる」ことが必要で
あります。これは人間道徳の根本であります。それ

新入社員に対する訓辞	 取締役社長　五島慶太
（清和　昭和14年５月号転載：一部を現代仮名等に修正）

東急本社社内報 ｢清和｣ より（昭和14年4月4日訓辞）
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せん。このことを諸君はよく脳中に刻み込んで置く
ことが必要であります。また、禅語に「随処に主と
なる」という語がありますが、貴賤を問わず何時で
も自ら主となるように努めなければなりません。そ
の時その折において必ず第一人者となる、その為に
はそれだけの確信が持てるように他人よりも余計に
修養し勉強しなければなりません。自分の現在従事
している仕事に就いて常に第一人者となるように努
力するならば自ら社会的地位も向上して参ります。
以上は私が社会的生活をして来た経験の一端であり
ますが、本日ここにそれを申上げ、諸君へのはなむ
けと致したいと思います。

最後に申上げたいことは、諸君はこの電鉄会社に入
られた以上は、電鉄界の「ナンバーワン」たる当社
の社員たることのプライドを矜持していなければな
りません。そして諸君の希望は遠大でなければなり
ません。人間は大きな抱負を持つことが大切であり
ます。不平不満に耳を貸すようでは決して成功致し
ません。今日多くの例を見ますと、誘惑に遭って中
途で職業を変える者がありますが、そんな人は決し
て成功致しません。会社と終始する覚悟を持って如
何なる誘惑にも打ち克ち、前途に光明を認めて一路
邁進しなければなりません。諺に「転がる石に苔む
せず」いうことがありますが、誘惑に打ち克つこと
が出来ないものはどんなことをやっても成功致しま

　1939（昭和14）年は、本校にとって、４月10日の

初の入学式、６月１日の開校式など、とても慌ただ

しい日々の中、校長をはじめ全教職員が新しい学校

づくりに寝食を忘れて努力した結果、開校式が終わ

った頃から学校の運営はすっかり軌道に乗ってきた。

　７月７日には日華事変２周年記念の式をあげ、多

摩川で行われた攻防演習を生徒に見学させた。この

頃は、すでに戦時体制が次第に強化され、前年から

行われていた「国民精神総動員運動」の諸行事や、

この年の９月１日から始められた「興亜奉公日」な

どは学校の重要な行事となった。勤労奉仕、銃後後

援、防空訓練、農園作業などが頻繁に校務として行

われた。

　年末には、第２学年の生徒が東横百貨店に実習生

として初めて勤務した。これは設立当初から本校の

教育方針として定められたもので、これから毎年、

中元と歳末の売り出し期間中にはこの「実習」が行

われることになった。慶太翁は、この東横百貨店で

の実習生を「赤いネクタイの生徒」と称して、温か

く見守った。この年の8月に校舎の第２期増築工事

に着手し、翌年２月に竣工した。これで敷地面積

3,440坪、建築面積校舎延966坪余となった。

　1940（昭和15）年３月25日、実業学校令によ

る昇格認可を受け、また同月30日には、財団法人

東横学園設立の認可が下り、1940年から「東横商

業女学校」の名を廃して、校名を「東横女子商業学

校」と改めることとなった。理事長には五島慶太翁

が就任した。次にこの財団法人に関する文書を掲載

する。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

財団法人東横学園寄附行為
第１章　総則
第１条　本法人は聖旨を奉体し広く教育に関する施

設をなし国家有用の材を養成し国運の伸展に寄

与せんことを目的とす

第２条　本法人は財団法人東横学園と称す

第３条　本法人は第1条の目的を達するため左の事

業を行う

第５節　1940（昭和15）年～1944（昭和19）年業績
１　東横商業女学校を東横女子商業学校と改称
　　－財団法人東横学園理事長に五島慶太翁が就任－
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　　１．東横女子商業学校の経営

　　２．其他目的達成に必要なる事業

第４条　本法人の事務所を東京都渋谷区大和田町１

番地に置く

第２章　資産及会計
第５条　本法人の資産は左の各号より成る

　　１．財産目録記載の資産

　　２．寄付金

　　３．事業より生ずる収入

　　４．其他

第６条　本法人の財産を分って基本財産及普通財産

とす、基本財産中基本金は現金又は国債其の他

の有価証券とし郵便局又は確実なる銀行信託会

社に定期預入れをなし之を保管す

　　管理の方法を変更せむとするときは理事会の決

議を経ることを要す

　　基本財産は之を消費することを得ず、但し本法

人の目的を達成する為止むを得ざる必要ある時

は理事会の決議を経且主務官庁の認可を得て此

の一部を処分することを得

　　前項処分後は速やかに之が補塡をなすべきもの

とす

第７条　本法人の経費は資産より生ずる果実、授業

料入学考査料入学金及寄付金其他の収入を以て

之に充つ但し指定寄附は其指定に従うものとす

第８条　会計年度の終に於ける剰余金は之を基本金

に編入す但し其の一部又は全部は理事会の決議

を経て翌年度経費に繰入れることを得

第９条　本法人の会計年度は毎年４月１日に始り翌

年３月３１日に終る

第３章	 役員
第10条　本法人に左の役員を置く

　　１．理事　６名及至１０名

　　　　　　　内１名理事長とす

　　１．監事　１名及至２名

　　１．評議員　若干名

第11条　本法人設立当初の理事長は本法人の設立

者五島慶太之に当り其後の理事長は理事会に於

て互選す

　　本法人設立当初の理事は設立者之を定め其の後

の理事は理事会に於て之を選任す

　　理事の就任に就きては文部大臣の認可を要する

ものとす

　　理事は文部大臣より前項認可の取消ありたると

きは任期中と雖も退任すべきものとす

　　理事は互選に依り常任理事若干名を定ることを

得

第12条　理事長は本法人の事務を総理し本法人を

代表す

　　理事長事故あるときは理事会に於いて予め定め

たる理事其の職務を行う

第13条　設立当初の監事は設立者之を定め其後の

監事は理事会に於て之を選任す

　　監事は民法第５９条所定の職務を行う

第14条　評議員は理事会に於て之を選任す

第15条　役員の任期は４箇年とす但し再任を妨げ

ず

　　役員に欠員を生じたるときは補欠員の選任をな

すものとす。補欠選任せられたる者の任期は前

任者の残任期間とす

　　役員は其の職を離れたる後と雖も後任する迄は

其の職務を行うものとす

第16条　本法人の役員として不適当と認めたると

きは其の役員の任期満了前と雖も理事会の決議

を経たる上主務官庁の承認を得て之を解任する

ことを得、但し理事の解任は他の理事全員の同

意を得るを要す

第17条　理事会の決議を以て本法人に顧問若干名

を置くことを得

第４章　会議
第18条　会議は理事会及評議員会とす

第19条　理事会は理事長之を招集し左記事項を審

議し之が執行に当る

　　１．予算決議並に決議の承諾

　　２．資産に関する重要なる事項

　　３．事業計画

　　４．寄附行為の変更

　　５．役員の選任並に解任に関する事項

　　６．寄附行為所定の事項
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　　７．教職員の任免に関する事項

　　８．其他重要なる事項

　　理事会の議長は理事長之に当る

第20条　理事会は理事現在定員の過半数出席する

にあらざれば之を開会することを得ず

　　理事会の議事は出席者の過半数に依り之を決す、

可否同数なるときは議長之を決す、但し第６条

第２項第２３条第２４条所定の事項を会議の目

的とする理事会の決議は理事現在定員の４分の

３以上の同意を要す

第21条　評議員会は理事長之を招集し本法人の事

業に関する重要なる事項に関し理事会の諮問に

応じ又は意見を陳述す

　　評議員会の議長は理事長之に当る

第22条　役員にして止むを得ざる事由あるときは

他の同職役員を代理人として会議に参加するこ

とを得

　　前項の代理人は書面を以て其の資格を証するこ

とを要す

第５章　解散
第23条　本法人は民法第68条に定むる理由の発生

したる時は解散す但し同条第２号の場合に於て

は理事会の決議を経たる上主務官庁の許可を受

けることを要す

　　本法人解散の場合に於ける財産は理事会の決議

を経主務官庁の許可を得て之を処分す

第６章　寄附行為の変更
第24条　本寄附行為は理事会の決議を経たる上主

務官庁の認可を経て之を変更することを得

附則

本法人設立の際に於ける役員を設立者に於て左

の如く定む

理事　五島慶太

　〃　　篠原三千郎

　〃　　丹波武朝

　〃　　山本知太郎

　〃　　小宮次郎

　〃　　小林清雄

　〃　　尾川武夫

　〃　　西沢慶二郎

　〃　　吉田弘

監事　渋沢秀雄

　〃　　三宮四郎

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

　開校第２年目の1940（昭和15）年4月8日の始業

式時の生徒在籍数は、第１学年　156名、第２学年

　162名、第３学年　61名　合計　379名で７学

級となった。

　５月28日に全校挙げて浦賀久里浜に遠足をした。

　６月１日には第１回の創立記念日の式が行われ、

河井酔茗作詞、今村清一作曲の東横学園校歌の合唱

披露が行われた。

　７月８日には日華事変３周年記念式、10月30日

には教育勅語渙発50年記念式、11月10日には紀元

2600年奉祝式、と歴史的に記念すべき式典が相次

いで行われた。

　11月３日には第１回体育大会を開催した。これ

は戦後も引き続いて重要な学校行事の一つとなった。

２　創立記念日、校歌制定、体育大会、臨海学校

最初の運動会

校歌制定
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った。この太平洋戦争突入の日までは、いかに国内

の戦時体制が強化されていっても、それは大陸の戦

線から遠く離れた「銃後」のものであったが、この

日からはわが国内も一挙に戦列に加わったも同然と

なり、全国が「警戒警報」下に入ってしまった。

　明けて、1942（昭和17）年。当初は、緒戦の勝

利気分で開戦当時の緊張も稍々ゆるみ、幾分明るい

気分の中で、３月24日第１回の卒業式を挙げるこ

とができた。この第１回卒業生の55名は開校の時に、

第２学年として募集した生徒である。この卒業生の

進路の内訳は、就職者42名、家事従事者７名、裁縫、

体操等の学校への進学者６名となっている。

　「皇国民の錬成」を目標とする国民学校制度が実

施されたのが1941（昭和16）年４月１日。今まで

の小学校という名に代わって義務教育８ヶ年という

画期的な改革であった。しかし、戦局が緊迫するに

従って、翌年８月には修業年限の短縮という措置が

決定された。

　1942（昭和17）年度は女子の学校にも戦時訓練

が強化され、今までの興亜奉公日に代って毎月８日

に「大詔奉戴日」の行事を行うことになった。防空

訓練、勤労奉仕、航空献金、傷病兵見舞、皇軍慰問

などの「銃後奉公」に絶えず活動した。こうした中

でも、夏季には富士山や八ヶ岳登山を行い、また津

久井浜に臨海寮を開設した。秋には第３回体育大会

を催した。翌1943（昭和18）年３月24日には第２

回卒業式を挙行して、149名の卒業生を送り出した。

　同年１月の中等学校令の公布とともに、３月には

また、五島慶太名誉校長がいつも力説しておられた

「女性本来の美徳と高い風格を具えた女子」を育成

するために、課外に謡曲、華道、茶道を習得させ、

また弓道と薙刀道とを希望者に指導することとした。

　さらに、戦時体制の強化に伴い、生徒の健康増進

と精神強化に特に力を注ぐこととなった。6月には

西田天香氏を迎えて講演を聴かせた。7月には多摩

川を利用して水泳を指導し、夏休みは神奈川県津久

井浜に臨海学校を開設した。このような心身鍛錬の

行事は、これから戦後まで続いて行われることにな

った。

　1941（昭和16）年４月、はじめて第１学年から

第４学年まで生徒が揃うことになった。学年当初の

在籍数は、

　第１学年　163名、第２学年　163名、

　第３学年　158名、第４学年　 57名、

　合計　541名である。

　戦争が拡大し、長期化するにつれて、戦時体制は

ますます強化され、女子の学校も軍事色が濃くなっ

てきた。校友会や生徒会は報国団と改称された。７

月には東京府通牒によって７月末まで授業鍛錬を行

うことになり、夏休みは「夏期報国訓練期間」とし

て恤兵奉仕作業、校庭除草、農園実習作業などを行

い、また読売遊園プールで水泳訓練を実施した。9

月には報国隊を結成し、陸軍省衛生材料廠奉仕作業

を行った。この秋には銃後奉公強化運動、防空訓練、

登戸剛健遠足、第２回体育大会などの行事を行った。

　ついに12月８日、対英米開戦の日を迎えるに至

運動会で薙刀の公開

卒業記念の職員写真（昭和16年度）３　戦時下の学園生活
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中学校規程が制定され、6月には学徒戦時動員体制

確立要綱が発表され、学校の戦時態勢は強化の一路

をたどるばかりであった。強歩鍛錬、健民運動、防

空訓練、耐寒心身鍛錬運動などの行事が毎月のよう

に行われ、夏休みは「夏季授業休止期間」となり、

10月の運動会は「第4回体錬大会」となった。勤労

奉仕としては、多摩の農家の作業や陸軍衛生材料廠

の仕事に出動した。

　1944（昭和19）年を迎えると、戦局はいよいよ

困難の度を加え、国民の生活も物資の欠乏と不安と

に脅かされるようになってきた。２月には「中等学

校教育内容の戦時措置要綱」、３月には「学徒動員令」

とつぎつぎに緊急処置が決定された。また、この春

頃から敵機の空襲にそなえて「疎開」がはじまり、

７月になると大規模な学童集団疎開が開始された。

いよいよ学徒動員という名のもとに、生徒は勉強を

すてて軍需工場に出勤することになった。その主な

る出勤先の工場の名をあげると、日立航空機製作所

大森工場、柳製作所、電気科学工業株式会社、日本

濾過器株式会社、特殊硝子光機株式会社、エビス真

空器株式会社、千代田電線株式会社、第一海軍衣糧

廠などがある。

　この年の11月に入るとB29の空襲がはじまった。

学校の職員は当直を増員して警戒に当たることにな

った。すでに夏頃から地方へ疎開する生徒も続出し

ていた上に、警報の発令中は生徒が登校しないので、

出欠数も正確に掴めないような日も多くなった。

鹿島香取へ遠足（昭和16年12月５日）

　1945（昭和20）年は空襲の不安の中で迎えた。

敵機の来襲は日ごとに激烈化し、3月に入ると猛烈

な大空襲が行われ、一夜にして下町は焼野原と化し

てしまった。

　３月８日には「戦時教育措置要綱」の閣議決定が

発表され、国民学校初等科を除き、４月から１年間

授業を停止することとなり、5月22日には「戦時教

育令」が公布された。

　学校では３月19日から海軍省塗料協会に校舎の

一部を貸した。また、ミシンやタイプライターなど

の重要な校具を疎開させた。

　学校に残っている生徒は、４月の新学期からは、

もっぱら防空壕作業や農園作業に従事することにな

った。農園は校庭のほかに、はるばる杉並区の西永福

農園まで農具をかついで通わなければならなかった。

　敵機の来襲は３月から大規模なものが月ごとに行

われたので、東京の市街の大半が灰燼に帰してしま

った。６月14日の学校の罹災者調べは、生徒187名、

職員７名という記録である。７月10日の教務日誌

には、「空襲のため登校生徒17名」と書いてある。

また7月には、第4学年生徒が勤労動員で出勤して

いた日本濾過器工場が長野県に疎開することになっ

たので、生徒もそこへ移動することになった。

　このような大混乱のうちに８月15日の終戦の日

を迎えたのであった。

　全国民が長い、苦しい戦争から解放された安心感

と虚脱の状態にある中を、アメリカの占領軍が本土

に上陸して進駐を開始した。

　学校では９月１日、第２学期始業式を行ったが、

授業再開にはどこから手をつけたらよいか、見当も

つかない有様であった。しかし、校舎が戦災を免れ

たことは最大の幸運であった。

　生徒は工場や疎開地からぽつぽつ引き上げてきた

が、９月28日の調べでは在籍者510名のうち欠席

者151名と記録してある。何といっても、食糧難の

第６節　1945（昭和20）年業績
１　空襲、疎開、勤労動員
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時であったから、10月15日から20日までを「農繁

休業」としたり、また校庭のさつまいもの収穫が

362貫（1,357.5kｇ）になったので、全生徒に「配

給」したりして、なかなか勉強どころではなかった。

　やがて、10月22日、連合軍から「日本教育制度

に対する管理政策」についての指令が発せられたの

を皮切りに、戦時中の軍国主義的、超国家主義的な

教育を廃止して、新しい教育へと転換するように、

いわゆるGHQ指令や覚書が次々に発せられた。有

史以来はじめて経験する敗戦の混迷のうちに、この

年もあわただしく暮れていった。

戦時下の卒業記念写真－神風手拭の鉢巻も雄々しく 戦時下の卒業記念写真－勤労動員の工場にて


