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福岡女学院は、1885（明治 18）年に米国メソヂスト監督教会婦人外国伝道会によって派遣された

ジェニー・ギールによって設立された。設立当時の名称は、英和女学校であった。福岡女学院は、 

福岡美以
み い

美
み

教会（当時の呉服町 8 番地、現在の福岡市中央区大名 2 丁目 10 番 31 号）の仮会

堂を校舎として出発したのである。 
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創刊の辞 

院長 寺園 喜基 

 

 

この度福岡女学院資料室からジャーナルが発

行される運びとなりましたことを大変嬉しく思

います。ご尽力いただいた方々に感謝いたしま

す。 

 福岡女学院は今年で創立 135 周年を迎えます。

創立当時、福岡は未だ市制を敷いておらず、天

神町の辺りには狸が徘徊していたそうです。そ

の頃すでに近代的な学校が、それも女子教育に

特化した形で行われたということは注目すべき

ことだと思います。しかも青い目をした白人女

性の米国人宣教師が英語で教え、また音楽の授

業は九州に当時一つしかないピアノを使ってな

されたということですから、世間の注目を浴び

たことは容易に想像できます。 

 このように、福岡女学院の歴史は近代日本の

教育史において重要な位置を占めるということ

が出来ましょう。同時にまた、わたしたちは福

岡女学院の歴史から現在の在り方や将来に向か

う方向を考える上で、多くのことを学び、また

多くの示唆を得ることができます。 

 わたしは創立 130 周年の記念式典において、

こう述べました。すなわち、「今年の 130年は来

たる創立 150 年に向かって歩む、最初の一歩だ

ということです。何をするのかと問われるなら、

先ず、福岡女学院 150 年史を出版しようと提案

したいと思います」と。その提案が学院資料室

を中心にして実現へ向かって進んでいることを

大変喜んでおります。これまでは『五〇年史』

がありましたが、これは 300 頁足らずのもので

あり、さらに 1000頁位の『百年史』があります 

 

が、それらを踏まえて充実した編集を目指した

いものです。 

『百年史』の刊行以降の福岡女学院の大きな

変化として、大学の開学、短期大学の改組、看

護大学の開設などをあげることができます。『百

年史』以降の 50年間の福岡女学院の歴史をしっ

かりと書き記すことは、150 年史の重要なねら

いの 1つでもあります。 

また、これまでの年史で積み残されてきた課

題の 1 つに福岡女学院創設初期の資料の掘り起

しがあります。福岡女学院では、戦争によって

古い資料が焼失したことは事実です。しかし宣

教師たちの文書や書簡が米国の宣教団本部には

保管されているはずです。明治・大正・昭和か

ら現在に至るまでの福岡女学院の歴史とその意

義はもっと豊かに記述されるべきではないかと

思います。 

創立者で初代校長のジェニー・ギール先生は

亡くなる前に、「わたしの名前は覚えられなくて

もよい、すべてはわたしたちの主イエス・キリ

ストの栄光のために覚えられるべきである」と

言われたと伝えられています。また、多くの人々

の祈りによって福岡女学院が支えられてきたの

も事実です。このような、祈りの精神をもって

福岡女学院の歴史を担ってこられた人たちを掘

り起こし、現在に語らせるということも、学院

資料室の課題となるでしょう。 

このような学院資料室への期待をもって本ジ

ャーナルの創刊の辞といたします。

創刊の辞  
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福岡女学院資料室設置の経緯と現在の活動 

事務局次長 西山 尚宏 

 

 

１．1965～2014 年（学院本部・百周年記念館） 

1965年 7月、学院本部建物の完成時に同建物

2 階の院長、学長室に隣接して年史編纂のため

に収集された資料を保管する場所が設置された

（現在の 125周年記念館学生課付近）。設置当初

は職員の配置には至らなかったが、1969年 8月

に職員１名が、1975年からは専任職員が配属さ

れた（山口重子氏：1975～1991、遠藤寿一氏：

1976～1993、千葉洋子氏：1994～1996）。 

1989 年には、百周年記念館 2 階に移設され、

元総務課長で中・高事務長を務めた酒井淳吉氏

（1995～1999）、元中・高事務長の藤本博隆氏

（1999～2004）がそれぞれ臨時職員として配属

され、資料収集に尽力された。2004年からは企

画調整室長であった井上忠昭氏が兼務、2006年

当時総務課の職員であった槇記代美氏、2007年

から元大学事務部長の松田裕之氏に引き継がれ、

これらの方々の尽力により現在の福岡女学院資

料室（以下、学院資料室）の基礎が築かれた。 

 

２．2014 年～現在（125 周年記念館） 

2014 年 4 月、125 周年記念館の竣工に伴い、

同館 6 階に資料展示室を兼ね備えた学院資料室

が設置された。元総務課職員の角静香氏（2013

～2016）、元生涯学習センター課長の神代幸枝氏

（2015～2019）が非常勤職員として資料の収

集・整理・展示品の選定に尽力された。 

 

３．規程の制定と専任教員の採用 

「福岡女学院の歴史及び伝統を後世に継承す 

 

るために学院史に関する資料の収集、保存、調

査、研究等を行い本学院の発展に寄与すること」

を目的として、2014年 6月に「福岡女学院資料

室規程」が制定された。学院資料室の運営は委

員会方式とし、理事長を委員長とした。 

2016 年 11 月には、常任理事会において委員

長を理事長から院長に変更するとともに、学院

資料室の目的を達成するために専門的知識を有

する専任教員を配置する規程改正が承認された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．アーカイブ機能と自校史教育 

学院の設立理念の根幹となるキリスト教教育

の証としての資料を収集保存し、それら資料を

現在の資料展示室 

百周年記念館にあった頃 
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体系的に活用することを可能とする学校アーカ

イブズを目指す上で、専任教員の採用が不可欠

となる。このことは、福岡女学院のブランド力

を高めるとともに、大学・短大の学生、中学・

高校の生徒への「自校史教育」の中核として学

生、生徒のアイデンティティーの醸成に大きく

つながるものである。また、近年、地域の歴史

や特色とのかかわりのなかで自校の歴史や個性

を位置づけ、その研究成果を地域住民に公開し

ている学校アーカイブズも増えている。つまり、

学校アーカイブズは、自校の歴史の収集・保存

および自校史教育への貢献のみならず、地域貢

献にも資することとなる。 

このような現状を踏まえて、筆者は、大学の

資料収集・保存および体系的な活用に関して先

駆的な役割と実績のある九州大学大学文書館の

折田悦郎教授（現在、九州大学名誉教授）に寺

園喜基院長の特別顧問として就任いただき、意

見をお聞きした。その結果、アーカイブズ化を

図る上で必要なことは、資料の収集・保存、展

示、年史編纂、学院史の研究ができる専門的知

識をもった人材の配置が必須であるとのご意見

を頂いた。 

2017年 4月、九州大学大学文書館で 8年にわ

たり九州大学百年史の編纂に従事してこられた

井上美香子氏に学院資料室運営の適任者として

就任いただいた。同氏は九州大学で博士（教育

学）の学位を取得した教育史を専門とする研究

者でもある。井上講師は就任早々学院資料室の

ホームページを立ち上げその存在をアピールし、

2019 年度には 1990 年に開学した小郡キャンパ

スの学生生活をテーマとした特別展示を実施し

た。さらに、展示室に新たに設けたスペースで

福岡女学校時代の学校生活の記録映像や福岡女

学院第 11代校長の『徳永ヨシとその時代』を上

映するなど、来場者にも好評を得ている。 

また、戦時中に消失した資料を補完するため、

卒業生や元教員へのオーラルヒストリーを実施

するなど、活発な活動を展開している。 

 

５．150年史の編纂にむけて 

福岡女学院は 2035 年に創立 150 年を迎える。

学院ではこの年に創立事業の一つとして 150 年

史を編纂することを計画している。 

しかし、戦災の影響で学院に関する戦前の資

料はほとんど残っておらず、学院の理念の根幹

にかかわる宣教師関係の資料も焼失している。

この問題を克服して 150 年史を編纂するために、

現在、学院資料室と学院キリスト教センターと

の共同でこれらの資料の収集・調査にむけ検討

をすすめている。 

なお、福岡女学院ではこれまで、5 年毎にそ

の歩みを年史としてまとめてきた。今年、福岡

女学院は創立 135周年を迎える。そのため、2015

年度から2019年度の5年間の学院の出来事をま

とめた 135 年史の編纂にむけ、現在、学院資料

室ではその準備に取り組んでいる。 

本稿では、学院資料室の歩みを振り返り、こ

れまでの諸活動について紹介した。学院資料室

の活動について、今後も皆さまからのご協力を

頂ければ幸いである。 

 

 

福岡女学院資料室設置の経緯と現在の活動  

展示室の入口にて 

（左から事務職員の中村さん・井上講師・筆者） 
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福岡女学院アーカイブズの構築に向けた取り組みについて 

福岡女学院資料室 講師 井上 美香子 

 

 

１．はじめに 

 福岡女学院資料室（以下、学院資料室）の目

的は、「福岡女学院の歴史及び伝統を後世に継承

するために学院史に関する資料の収集、保存、

調査、研究等を行い、本学院の発展に寄与する

こと」である。こうした目的のもと、「（1）資料

の収集、整理及び保存、（2）資料の展示、閲覧、

貸出および情報の提供、（3）学院史の調査及び

研究、（4）学院史に関する出版物の編集及び刊

行、（5）その他必要と認める事業」を主たる業

務としている（以上、「福岡女学院資料室規程」）。

ここでは、学院資料室をアーカイブズとして整

備しその充実に本格的に着手し始めた 2017 年

度から 2020 年 3 月現在までの活動のうち、（1）

～（3）に該当する諸活動の一部として実施した、

オーラルヒストリーの実施、自校史教育支援、

特別展示の開催について報告したい。 

 

２．業務内容 

（１）資料目録の作成とデータベース化 

アーカイブズの最も重要な業務の１つに、資

料の収集と整理および目録の作成がある。学院

資料室でも、150 年史編纂にむけた資料の収集

と整理、その目録の作成を行ってきた。 

2019 年度には学院広報誌である『時報』・

『Mission』の記事索引のデータベース化を行っ

た（データベースの使用は学内限定）。現在、学

院が発行した新聞のデータベース化に向け作業

をすすめている。 

今後は、学院発行誌や一般紙に掲載された学 

 

院関係の新聞記事索引を作成し、順次、データ

ベース化をすすめる予定である。 

 

（２）オーラルヒストリーの実施 

 福岡女学院はこれまで、幾度にもわたる校地

の移転を繰り返してきた。とくに、現在の曰佐

校地に移転する以前の 1919 年から 1960 年 3 月

までを過ごした薬院校地は、1945 年 6 月 19 日

の福岡大空襲により校舎を焼失している。 

繰り返し行われた校地の移転と戦災の影響か

ら、福岡女学院に関する戦前の資料は非常に少

ない。また、戦前および終戦直後の福岡女学院

（当時は福岡女学校）を知る元教職員や同窓生

の高齢化が進んでいる。福岡女学院は 2035年に

創立 150 年を迎えるが、その 150 年史編纂をす

すめる上で不足している資料を補い、現在の曰

佐校地に移転する以前の校地での学校の記憶を

残していくため、2017年度より学院資料室では

積極的にオーラルヒストリーを実施してきた。 

 2017 年度に実施した「福岡女学院史を語る 

会」（全 9回）では、寺園喜基院長のもと、元教

員および卒業生に対し座談会形式でオーラルヒ

ストリーを実施した。ここでは、戦前から終戦

直後にかけての福岡女学校（1948年より福岡女

学院）の学校生活、短期大学や大学の開学、学

部増設の経緯などをテーマとした。ここで得た

情報を足掛かりにその内容を膨らませ発展させ

る形で、2018 年度から 2020 年 3 月にかけてさ

らに計 10回のオーラルヒストリーを同窓生、元

教職員に対して実施した。2020年度に大学が開
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学 30 周年をむかえることもあり、2019 年度は

大学開学時の大学生活をテーマに、大学の第 1

期生 5 名による座談会や短期大学および大学開

学時のエピソードに関するオーラルヒストリー

も行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

（３）自校史教育支援 

 自校史教育支援の一環として、生徒・学生へ

の展示室の案内、自校史教育用の映像資料の作

成および支援を行っている。 

展示室の案内については、カリキュラムに組

み込まれているという訳ではなく、中・高の授

業、大学の授業やゼミなどで個別に依頼を受け

るかたちでご利用頂いている。また、オープン

キャンパスでは、毎年、福岡女学院看護大学の

全１年生を対象に展示室を案内しており、1885

年に福岡女学院が創立してから看護大学が誕生

するまでの歴史について学ぶ場となっている。 

 次に、自校史教育用の映像資料の作成支援と

して、2018年度は『徳永ヨシとその時代』を作

成するための資料提供とその編集等の支援を行

った。故・徳永徹名誉院長が原案とシナリオを

手掛けたこの『徳永ヨシとその時代』は、福岡

女学院の創立から現在までの歴史を第 11 代校

長であった徳永ヨシに焦点をあて、わかりやす

く解説した自校史教育用の映像資料である。第

11代校長の徳永ヨシは、戦時下の福岡女学院の

キリスト教主義教育を守り、本学院の総合学園

化の礎を築いた人物である。生徒・学生たちの

自校史への理解と興味を深めてもらうため、展

示室に徳永ヨシ関連資料コーナーも新たに設置

し、映像資料と合わせて利用できるようになっ

ている。 

2019年度には、福岡女学院活性化助成金の一

部を使用して映像資料『開学のころ―福岡女学

院短期大学・福岡女学院大学―』を作成した。

これら自校史教育用に作成した映像資料につい

ては、展示室で上映するほか、授業等で活用で

きるように DVDの貸し出しも行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）特別展示の開催 

福岡女学院の創立から現在までの歴史をまと

『開学のころ―福岡女学院短期大学・ 

福岡女学院大学―』の映像の一部 

 

座談会「福岡女学院史を語る会」の様子 

大学の第 1期卒業生の皆さんと 

座談会での 1コマ 
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めた常設展示のほかに、テーマと展示期間を設

定した特別展示を 2019年度より行っている。 

2019 年度から 2020 年 5 月末日までに開催し

た特別展示は、創立記念日関係と短期大学およ

び大学開学関係の展示である。創立記念日関係

の特別展示として、1985 年から 1992 年の創立

記念日に実際に着用されたメイクイーンの衣装

を展示した（開催期間：2019 年 5 月 13 日～5

月 31 日）。福岡女学院では、学校の創立記念日

には中学２年生の生徒たちがメイポールダンス

を披露し、メイクイーンとともに創立を祝う行

事を行ってきた。1916年から現在まで行われて

いるこの行事は、福岡女学院が大切にしてきた

伝統ある行事の１つである。そのため、メイク

イーンのドレスは在校生と同窓生をつなぐ象徴

の１つであるともいえる。創立記念日当日は、

在校生の保護者や同窓生、一般の方々など、当

日だけでも 201 名の方々にご来室いただくこと

ができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に、福岡女学院短期大学および福岡女学院

大学の開学に焦点をあてた展示についてである

（開催期間：2019 年 11 月 28 日～2020 年 5 月

29 日）。福岡女学院は、各種学校の女学校から

出発し、戦後は新制の中学校と高等学校となっ

た。短期大学と大学が発足したのはそれぞれ、

1964 年と 1990 年である。そのため、限りある

スペースで福岡女学院の創立から現在までの歴

史を展示する場合、展示の比重が中学・高等学

校の歴史に偏ってしまう傾向にある。また、福

岡女学院大学は移転を経験しているため、移転

前のキャンパスの歴史を在学生はほとんど知ら

ない状況にある。このような現状をふまえ、特

別展示として、短期大学及び大学の歴史に関す

る展示を行うこととした。展示アンケートでは、

「女学院に愛着がわきました」、「残りの大学生

活、さらに自分の大学に誇りを持ち過ごしてい

きたい」という意見を頂いた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．今後の課題－150 年史編纂にむけて 

学院資料室の核となる業務の１つに年史の編

纂がある。現在、135 年史の編纂と共に学院に

とって大きな節目となる 150 年史の編纂を見据

えた史資料の収集・整理等の業務も進めている。 

小郡キャンパスの閉鎖に伴う曰佐キャンパス

への全面移転や看護大学の新設など、福岡女学

院はここ数十年もの間に大きな改革を行ってき

た。その間、日々の営みの中で生産される資料

の形態も紙媒体から電子データへと変化を遂げ

ている。こうした史資料をどのように収集、保

存し記録を残していくのか、このような課題に

取り組みながら、年史編纂も含んだアーカイブ

ズとしての活動をすすめていきたい。   

創立記念日の展示室の様子 

 

展示室を見学する看護大学の学生（右は筆者） 

 

福岡女学院アーカイブズの構築に向けた取り組みについて  
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4月 1日 

 

中村奈央子氏（福岡女学院資料室事務職員）着任。 

4月 4日 藤田一郎教授・学生一同、展示室及び資料室の見学。

井上講師、展示解説と資料室の活動紹介。 

 西日本新聞社へ資料提供（振武寮の件）。 

4月 5日 朗読セラピーSwimmy 一同、取材のため来室（振武寮

関係）。展示室を見学。井上講師、展示解説。 

4月 8日 広報・校友課より資料移管（過年度分の映像データ及び

写真データ関係）。 

4月 9日 朗読セラピーSwimmyへ資料提供（振武寮関係）。 

4月 17日 元教員（中・高）へ看護大学講演用に資料提供（学院史

関係）。 

4月 23日 本学教員（中・高）へ月刊伝道新聞『こころの友』掲載用

に資料提供（ギール記念講堂関係）。 

4月 24日 清川直人元教授より資料寄贈（短期大学学院名簿）。 

 重橋のぞみ教授・学生一同、展示室見学。 

5月 7日 須川渡講師・学生一同、展示室及び資料室の見学。井

上講師、展示解説と資料室の活動紹介。 

 学生課へ資料提供（グロリア・パトリ関係）。 

5月 8日 徳永明子氏より資料寄贈（徳永徹名誉院長関係資料）。 

5月 13日 特別展示開催「メイクイーンのドレス」（～5月 31日）。 

5月 14日 片岡宏二講師・学生一同、展示室見学。井上講師、展

示解説。 

 本学教員（大学）へ研究のための資料提供（石井次郎元

院長関係）。 

5月 15日 展示品入れ替え（記念品の展示）。 

5月 16日 展示コーナーの新設（「徳永ヨシ関連資料」コーナー）、

「五榜の掲示」の展示開始。 

5月 18日 創立記念日のため臨時開室。看護大生 111 名を含む

201名、展示室見学。 

 談話室にて映像資料『徳永ヨシとその時代』特別映会を

開催。 

5月 20日 上山博久氏より資料寄贈（ヘレンケラー写真関係）。 

 朝山紀美氏（中・高卒業生）にオーラルヒストリー実施。 

5月 29日 共同通信社へ資料提供（振武寮関係）。 

5月 30日 戦争展委員会へ資料提供（振武寮関係）。 

5月 31日 中学生、体験入学で展示室見学。 

 共同通信社へ資料提供（薬院校舎・寄宿舎写真）。 

6月 13日 2019 年度学院活性化推進助成事業「福岡女学院の短

大・大学開学時に焦点をあてた「特別展示」の企画と実

施―アーカイブズによる自校史教育への取り組み―」

（代表：資料室 井上美香子）活動開始。 

6月 14日 井上講師、中・高礼拝にて奨励（「福岡女学院の歴史と

セーラー服に込められた思い」）。 

6月 17日 125周年記念館 5階の資料室倉庫、本館 2階倉庫に移

動するため閉鎖。 

6月 21日 春日市立春日中学校生徒、体験入学で展示室見学。 

6月 22日 大学の第一期卒業生による座談会「開学時を語る」を実

施（2019年度学院活性化推進助成金事業）。 

 原ありさ氏（大学卒業生）、井元智美氏（大学卒業生）よ

り資料寄贈（小郡キャンパス関係資料）。 

6月 26日 那珂川市立那珂川南中学校生徒、体験入学のため展

示室見学。 

 福島県立医科大学准教授より研究調査のため問合せ

（岩橋文吉初代学長関係）。 

 

6月 27日 

 

総務課より資料移管（1974～2018 年度新任教職員集合

写真関係資料）。 

 佐島顕子教授より資料寄贈（小郡キャンパス関係）。 

7月 9日 全国大学史資料協議会西日本部会及び 2019年度第 2

回研究会（大阪）に井上講師出席。 

7月 10日 展示室臨時休室（～12 日 書庫に書架増設と資料整 

理のため）。 

7月 11日 小田桐弘子名誉教授にオーラルヒストリー実施（2019年

度学院活性化推進助成金事業）。 

 小田桐弘子名誉教授より資料寄贈（短期大学開学 40周

年記念関係資料）。 

 展示室書庫・事務室書庫に書架増設。 

7月 17日 福岡教育大学附属福岡中学校生徒、体験入学で展示

室見学。 

7月 24日 栗山昌子名誉教授より写真寄贈（メイクイーン関係）。 

 元職員のご子息より資料寄贈（学校生活関係）。 

7月 25日 後田冨久子名誉教授にオーラルヒストリー実施（2019年

度学院活性化推進助成金事業）。 

 後田冨久子名誉教授より資料寄贈（短期大学関係 

資料）。 

7月 26日 ミッションサポートより問合せ（『時報』記事関係）。 

7月 29日 進路就職課より資料移管（秘書技能検定関係）。 

 進路就職課より問合せ（薬院校舎から移設した礎石につ

いて）。 

8月 1日 施設課より資料移管（小郡キャンパス測量原図等）。 

8月 3日 オープンキャンパスのため臨時開室、展示室見学者

（136名）。 

8月 4日 オープンキャンパスのため臨時開室、展示室見学者

（108名）。 

8月 5日 本学教員（大学）へ研究調査のため資料提供（ヘレンケ

ラー関係）。 

8月 6日 展示室臨時休室（台風８号通過のため）。 

8月 7日 本学教員（中・高）より問合せ（「ハレルヤ」の楽譜資料所

蔵について）。 

8月 9日 徳永明子氏より資料寄贈（徳永徹名誉院長関係資 

料等）。 

 桜川冴子准教授より著書寄贈。 

8月 18日 ＮＰＯ法人日本アーカイブ協会主催「準デジタルアーキ

ビスト資格取得講座」にて、井上講師、「デジタルアーカ

イブの利活用」について講義（於 福岡女学院大学）。 

8月 19日 総務課より資料移管（創立記念日関係等）。 

8月 20日 卒園生へ夏休み自由研究用に資料提供（天神町校舎

等関係写真データ）。 

8月 22日 人事課より資料移管（修養会関係）。 

 大学図書館より資料移管（図書館建物図面、ハウイ記念

館献堂式関係）。 

8月 23日 広報・校友課より資料移管（過年度分の学校案内ポス 

ター等）。 

 特別展示の展示資料 33点を大学卒業生より借受。 

8月 26日 大学図書館より資料移管（卒業アルバム等）。 

9月 3日 中・高事務室より資料移管（高校卒業アルバム）。 

9月 5日 卒業生（中・高）より問合せ（映像資料『徳永ヨシとその 

時代』について）。 

9月 6日 施設課より資料移管(「校章の由来」銅板）。 

資料室日誌抄録（2019 年 4 月 1日～2020 年 3 月 31 日） 
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9月 9日 本学教員（大学）へ資料提供（振武寮関係）。 

 卒業生（中・高）へ資料提供（平尾校舎関係）。 

 一般利用者より問合せ（福岡技芸女学院との関係性）。 

9月 11日 福岡市立春吉中学校生徒、体験入学で展示室見学。 

9月 12日 元教員（中・高）へ資料提供（『時報』・『中高だより』）。 

9月 13日 本館 2階に資料室保管庫を新設。プレハブ倉庫に仮置

きしていた絵画等資料 88点を移動。 

9月 24日 卒業生（中・高）のご家族より問合せ（平尾校舎の所在地

について）。 

9月 26日 広報・校友課より資料移管（ギール記念講堂の改装記 

念品）。 

10月 1日 ヘンデル・フェスティバル・ジャパンへ資料提供（メサイア

コンサート関係）。 

10月 3日 波多野淑子氏（中・高卒業生）より資料寄贈（『ぶどう』

『福岡女学院高校新聞』等）。 

10月 10日 本学教員（大学）へ資料提供（柿薗記念パイプオルガン 

関係）。 

10月 16日 全国大学史資料協議会 2019年度総会および全国研究

会に井上講師出席（東京）。 

10月 24日 広報・校友課より問合せ（メサイアコンサート関係）。 

10月 28日 鈴木寿子氏（元職員）より資料寄贈（『合唱コンクール全

国大会実況録音 LP盤レコード』等）。 

11月 1日 丸善雄松堂より「欧米古書稀覯書展」のための資料問合

せ（宣教師関係資料）。 

11月 7日 徳永明子氏より資料寄贈（徳永徹名誉院長関係資 

料等）。 

 荒川信子氏・宗像圭氏（中・高卒業生）にオーラルヒスト

リー実施（守山惠子教授、大國眞希教授、井上講師）。 

11月 8日 雪本秀子氏（中・高）より資料寄贈（メイクイーン関係）。 

11月 9日 同窓会広島・関西・中部合同支部総会に井上講師出席

（広島）。 

11月 14日 栗山京氏（中・高卒業生）にオーラルヒストリー実施（守

山惠子教授、大國眞希教授、井上講師）。 

11月 27日 橋口隆文元教員（中・高）より著書寄贈。 

11月 28日 特別展示開催開始「開学のころ―福岡女学院短期大

学・福岡女学院大学―」（2019 年度学院活性化推進助

成金事業）。 

 森谷由美子講師・学生一同、展示室見学。井上講師、

展示解説。 

12月 1日 飛田惠子同窓会会長より資料寄贈（学院名簿、『わか 

ぎ』等）。 

12月 3日 帝京大学メディアライブラリーセンターより問合せ（福岡

女学院年史について）。 

12月 5日 丸善雄松堂へ「欧米古書稀覯書展示会」開催のための

資料貸出（讃美歌、宣教師関係等 5点）。 

12月 6日 全国大学史資料協議会西日本部会及び 2019 年度第 

4回研究会に井上講師出席（広島）。 

12月 10日 出口優衣氏（短期大学卒業生）より資料寄贈（教科書 

関係）。 

12月 11日 寄藤晶子准教授・学生一同、展示室見学。井上講師、

展示解説。 

12月 13日 松永俊文元教員（中・高）より資料寄贈（『若樹』、『わか

ぎ』等）。 

 三矢順子氏（中・高卒業生）より資料寄贈（メイクイーン 

関係）。 

12月 16日 本学教員（中・高）へ中・高保護者向け動画制作のため

の資料提供（創設期の写真資料）。 

12 月 26 日 資料室ホームページ改修。 

1月 6日 中日新聞社より電話取材（振武寮について）。 

1月 8日 キリスト教センターへ資料提供（青空礼拝関係）。 

1月 9日 帝京大学学生より卒業論文作成のため問合せ（戦時下

の本学院の状況について）。 

1月 10日 今年度展示室来場者数 1,000人突破。 

1月 15日 伊藤文一教授・学生一同、展示室見学。井上講師、展

示解説。 

 広報・校友課へ資料提供（向山寮関係）。 

1月 23日 中日新聞社へ資料提供（薬院校舎寄宿舎関係）。 

1月 27日 上田修教授・大島一利准教授・学生一同、展示室見

学。井上講師、展示解説。 

 総務課より問合せ（教職員修養会関係）。 

1月 28日 本学教員（大学）へ資料提供（『時報』）。 

1月 30日 

 

徐亦猛准教授・井上講師、 関西学院学院史編纂室に

て資料調査。 

 帝京大学学生へ卒業論文作成のための資料提供。 

2月 4日 十時忠秀理事長より資料寄贈（土山鉄次牧師関係）。 

 本学教員（中・高）より問合せ（大正・昭和期の合服や夏

服について）。 

2月 10日 大学放送研究部、資料室来室。クラブ紹介で利用する

「展示室・特別展示紹介」の撮影。 

2月 13日 遠賀町文化財保護委員の方より問合せ。（元教員につ 

いて） 

 広報・校友課よりＣＭ制作用の資料問合せ。 

2月 14日 学生課より問合せ（大学卒業式の慣例について）。 

 キャリア開発教育センターより資料移管（社会人基礎力

育成グランプリ関係）。 

2月 17日 大学放送研究部より資料寄贈（クラブ紹介用に制作した 

動画関係）。 

 株式会社キャラバンへＣＭ制作のための資料提供（薬

院校舎関係）。 

2月 20日 佐島顕子教授より資料寄贈（小郡キャンパス関係）。 

 役員室より資料寄贈（キリスト教学校同盟校関係）。 

2月 21日 卒業生（中・高）より問合せ（映像資料『徳永ヨシとその 

時代』について）。 

2月 28日 中・高図書館より資料移管（高校卒業アルバム）。 

2月 29日 『オーラルヒストリー記録集』完成（2019 年度学院活性 

化推進助成金事業）。 

3月 4日 資料室ホームページ改修（「お知らせ（ＮＥＷＳ）」を全件

表示に変更）。 

3月 10日 伊藤武氏（元職員）にオーラルヒストリー実施（守山惠子

教授、井上講師）。 

3月 11日 広報・校友課より問合せ（向山寮関係）。 

3月 13日 役員室より資料移管。 

3月 17日 株式会社パッションより日本テレビ番組制作関係問合せ

（セーラー服関係）。 

3月 18日 広報・校友課へ資料提供（向山寮関係）。 

3月 25日 総務課より資料移管（年間聖句・学院絵葉書等）。 

3月 31日 株式会社ディ・コンプレックスへＢＳフジ番組制作のため

の資料提供（セーラー服関係）。 

   

資料室日誌抄録 

資料室日誌抄録  

資料室日誌抄録  
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授業の一環でも、展示室をご利用頂けます。 

中・高での授業、大学のゼミや授業の一環で、 

展示室をご案内しています。 

2018年度・2019年度は、 

14 の授業およびゼミで展示室を 

ご利用頂きました。 

 

 

 

 

 

 

中・高卒業 25周年を記念するホームカミングデー（2019年 5月 18 日開催）で、 

卒業生のみなさんが展示室を見学に来られました。歴代メイクイーンのパネルや 

セーラー服の展示を前に思い出話に花が咲きました。 

 

 

 

 

 

吉田雅俊様（福岡女学院幼稚園第１回卒 

園）より、福岡女学院幼稚園の卒園アルバム 

など、16点もの貴重な資料をご寄贈頂きま 

した。開園当初の福岡女学院幼稚園の様子、 

園児たちの生活を知ることができるとても 

貴重な資料となっています。 

  

授業やゼミで展示室を見学！

ホームカミングデー♪

寄贈資料をご紹介
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■『福岡女学院看護大学卒業アルバム』：2015 年 

■『福岡女学院高校卒業アルバム』：1939、1941、1944～1950、1970、1971、2002、2014、 

2017、2018 年 

■『福岡女学院幼稚園アルバム』：1973～2019 年 

■『福岡女学院短期大学新聞』：37 号（1972）～79 号（1982）、91 号（1986） 

■『福岡女学院高校新聞』：16 号（1954）、60 号（1968）、64 号（1969）、68 号（1970）、 

70・71 号（1972） 

■『ぶどう』（中学校新聞）：8・9 号（1955 頃）、51～54 号（1968 頃） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

探しています・・・

『ぶどう』創刊号 1951 年 

『福岡女学院幼稚園アルバム』 

「寄贈したいけど、これって資料なの？」「こういうものでも寄贈できますか？」「資料ってど

のようなものをいうのですか？」というご質問をよく頂きます。学院発行誌、学生・生徒たちに

よる印刷物、校友会誌、授業のノート、教科書、制服やかばん、諸記録、記念品、アルバム、写

真など、福岡女学院に関するものはすべて資料です。データでもＯＫです。 

大掃除やお引越し、古紙回収に出す前に、福岡女学院に関係があるものがございましたら、資料

室までご一報ください！資料は学校の歴史を後世に伝え残していくための大切な宝物です。資料

の収集と保存にご協力をよろしくおねがいします！ 

Tel: 092-575-5996  Fax: 092-575-5847 

E-mail: archive@fukujo.ac.jp  福岡女学院資料室 

 

お知らせ  
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１．展示室月別見学者数  （ ）内は前年度の数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．資料室利用件数  （ ）内は前年度の数  

 

 

３．寄贈・部局移管等 史資料受入れ件数 

 

 

 

 

資料室利用状況   

件数 19 (16) 27 (6) 25 (15) 37 (6) 

団体見学 照会 資料提供 貸出

4月 54 (70) 13 (10) 0 (0) 1 (1) 0 (0) 0 (1) 9 (2) 77 (84) 

5月 193 (244) 35 (13) 12 (0) 5 (0) 43 (0) 3 (0) 37 (7) 328 (264) 

6月 22 (0) 8 (8) 22 (62) 0 (0) 11 (0) 1 (0) 9 (0) 73 (70) 

7月 5 (19) 14 (1) 28 (2) 3 (0) 1 (1) 2 (0) 16 (1) 69 (24) 

8月 18 (0) 30 (3) 171 (105) 60 (32) 1 (1) 0 (0) 23 (11) 303 (152) 

9月 0 (1) 9 (2) 9 (1) 3 (0) 2 (0) 0 (0) 9 (3) 32 (7) 

10月 6 (5) 0 (0) 1 (0) 1 (0) 0 (0) 0 (1) 8 (3) 16 (9) 

11月 14 (13) 14 (1) 0 (0) 0 (0) 4 (0) 0 (1) 6 (2) 38 (17) 

12月 25 (11) 21 (2) 0 (1) 0 (2) 4 (0) 0 (0) 5 (4) 55 (20) 

1月 53 (2) 32 (2) 0 (21) 0 (0) 1 (0) 0 (0) 10 (5) 96 (30) 

2月 8 (0) 10 (3) 1 (3) 2 (2) 4 (1) 0 (0) 3 (11) 28 (20) 

3月 0 (4) 2 (4) 0 (0) 0 (3) 0 (35) 1 (0) 2 (12) 5 (58) 

合計 398 (369) 188 (49) 244 (195) 75 (40) 71 (38) 7 (3) 137 (61) 1,120 (755) 

　　＜臨時開室＞

 　　　5月18日（土）　創立記念日 201名

 　　　8月 3日（土）　オープンキャンパス 136名

 　　　8月 4日（日）　オープンキャンパス 108名

一  般
区分

学　　内 学　　　外
計

生徒・学生 教職員 生徒 保護者 同窓生 元教職員

件数 0 421 7 16 8 10

区分
学　　内 学　　　外

計
生徒・学生 教職員 部局 同窓生 元教職員 一般

資料室利用状況 (2019 年 4 月 1日～2020 年 3 月 31 日) 

＜ 資料展示室利用案内 ＞ 

◆開室時間・・・ 月～金曜日 ９：３０～１６：３０ 

◆休室日 ・・・ 土曜日・日曜日・国民の祝日・年末年始・学院が定める休日  

※詳しくはＨＰでご案内しています。 https://www.fukujo.ac.jp/archives/ 

◆団体見学や展示案内をご希望の際はご予約をお願いいたします。 

◆学院資料室が所蔵する資料を閲覧・写真撮影・複写する場合には許可が必要です。 

図書・新聞・雑誌などに掲載または引用する場合には申請手続きが必要です。 
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〔学院常議会事項〕 
2014(平 26)年６月９日制定 
最終改正 2016(平 28)年 11月９日 
 
(設置) 
第１条 本学院に福岡女学院資料室(以下「資料室」という。)
を置く。 
(目的) 
第２条 資料室は、福岡女学院の歴史及び伝統を後世に継承
するために学院史に関する資料の収集、保存、調査、研究等
を行い、本学院の発展に寄与することを目的とする。 
(事業) 
第３条 資料室は、前条の目的を達成するために、次の事業
を行う。 
(1) 資料の収集、整理及び保存 
(2) 資料の展示、閲覧、貸出及び情報の提供 
(3) 学院史の調査及び研究 
(4) 学院史に関する出版物の編集及び刊行 
(5) その他必要と認める事業 
(運営委員会) 
第４条 前条の事業を推進するために資料室に運営委員会を
置く。 
２ 委員会の委員長は、院長とする。 
３ 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。 
４ 委員長に事故があるときは、副委員長又はあらかじめ委
員長が指名した委員がその職務を代理する。 
５ 委員会の開催は、委員の過半数の出席を必要とする。 
６ 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否
同数のときは、委員長の決するところによる。 
(運営委員) 
第５条 資料室に運営委員を置き、次の区分により構成する。 
(1) 院長 
(2) 各学校長 
(3) 事務局長 
(4) 各大学教員１名 
(5) 高校及び中学教員１名 
(6) 資料室教員１名 
(7) 事務職員若干名 
 

 
２ 運営委員の任期は２年とする。ただし、再任を妨げない。 
３ 運営委員は、運営委員会を構成し、資料室の運営に当た
る。 
(審議事項) 
第６条 運営委員会は、次の事項を審議する。 
(1) 資料室の管理運営に関する事項 
(2) 資料室の事業内容に関する事項 
(3) 資料室の資料収集及び廃棄に関する事項 
(4) その他運営委員会が必要と認める事項 
(委員以外の者の出席) 
第７条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者に出席
を求め、意見又は説明を聴くことができる。 
(小委員会) 
第８条 運営委員会の下に小委員会を置くことができる。 
(教員又は研究員) 
第９条 資料室には、その事業に従事する教員又は研究員を
置くことができる。 
２ 教員又は研究員は、運営委員会の議を経て理事長が推薦
し院長が任命する。 
３ 削除 
(学術調査員) 
第 10条 資料室に学術調査員を置くことができる。 
(資料室の管理) 
第 11条 資料室の機器備品の管理及び保全の管理責任者は、
総務課長とする。 
(事務局) 
第 12条 資料室の業務を遂行するために事務担当者を置く。 
(その他) 
第 13条 資料室の利用等に関する事項は別に定める。 
(規程の改廃) 
第 14条 この規程の改廃は、運営委員会の議を経て学院常議
会が行う。 
附 則 1 
この規程は、2014(平 26)年６月９日から施行する。 
附 則 2 
この規程は、2016(平 28)年 11月９日から施行する。 
 

 
 

 

編集後記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 皆さまのご協力のもと、『福岡女学院資料室ジャーナル』を発行することができました。 

ジャーナルには、定期刊行物という意味のほかに日誌や日記などの意味があります。旅を意味

する journeyという言葉は、この journalから派生して生まれたそうです。史資料をもとに福岡

女学院の歴史を旅するように辿り、これを記録していくことを目指す。こうした思いを込めて、

福岡女学院資料室運営委員会委員長である寺園喜基院長発案のもと、本誌の名称を「福岡女学院

資料室ジャーナル」としました。創刊号となる本号では、主に福岡女学院資料室のこれまでの歩

みと取り組みについてご紹介させて頂きました。次号以降、学院資料室所蔵の史料などもご紹介

していきたいと思います。 

新型コロナウィルスの感染拡大は、いまだ予断を許さない状況にありますが、本状況の一日で

も早い終息と皆さまの平安を心よりお祈り申し上げます。（井上 美香子) 

福岡女学院資料室規程 

福岡女学院資料室規程/編集後記   
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