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1.理

女子師範 と第二高女 の校章 であつたが ′いつ制定されたか ′誰 のデザイ ンか ?
こ)は
谷秀夫氏 の文章 にもあ ります ように ,女 子師範 と第r.高 女 の校章 として制定 された ものと

思われます。
手元 に資料 があま りないのです が ,昭 和 17年 の女子師範 のアルバ ムが一冊残 っています 。
この図案 の中央 に
かれた ものが表紙 を飾 っていま して ,卒 業生 の方 は多 くの証拠を
低)と 書
お持 ちだ と思 います 。
また ,府立第二高女 については,都 立竹早高等学校創立85周 年記念 に刊行 された
「 竹早新
しい歩 み」 (昭 年 60年 11月 2日

)に ,荒 井和子先生

(現 竹早高校教諭 )が 校章 の由来 とい

う文章 の中で ,次 のよ うに書 かれてお られる ことか らも分 か ります。

明治 33年 ,府 立第二高女創設以来 ,生 徒 は綿服 と袴姿 であ った。昭和 4年 ,セ ー ラー
服 を採用 ,同 時 に校章 をつ くった。
校章 の図案 は ,当 時 の図画 の教師 の岩清水先生 (故 人 )で あ った。形 は ,三 種 の神器
の内 の八黙の鏡を型取 った。当時女学校 では,鏡 は女 の重要な持物 とされていた。

谷秀夫 さん は,お 父上 がいつ委嘱 を受 けてデザイ ンされ ,そ れが制定 されたかについて

,

ご自分 の記憶 だけでは確かでない と,同 級 で第二高女 に進 まれた吉川 きくこ様 に確かめ られ

,

次 のよ うな報告 を下 さいま した。
① 大正 13年 〜昭和 4年 まで在学 した吉川 きくこ様 は,在学中バ ッジを着けたことがなか っ
た。
②

昭和 2年 〜 7年 まで在学 した妹 さんは途 中か ら着 けた。

③

昭和 6年 に入学 した下 の妹 さんは最初か ら着 けた。

以上 の ことか ら,谷 さんは昭和 5年 , 6年 の制定 と推論 されま した。また ,上記 の荒井
先生 の記述 に も予盾す ることはないと思われます。
デザイ ンの主が岩清水先生であるとい う事実 については ,荒 井先生 に直接電話 で確か め
ま したところ ,確 かな資料 があるわ けではな く,古 くか らい らっ しゃった ,先輩 の音楽 の
先生か ら聞 いたことを書 かれたのだそ うです 。
デザイ ンの意 味 は,谷 さんはあま り記憶 がないと言 うことです が ,荒井先生 が先輩 か ら
聞 いて書 かれたことがあっているのではないで しょうか。

2.附 属竹早小学校 のパ ッジ′胸章 として使われたのはいつであったか ?
もちろん ,谷 さんの記事 に出て くるはず があ りません。
現在残 ってい るアルバ ムを資料 として見 てみます と,昭 和 31(1956)年 度卒 の小学校 と幼

稚園 の卒業 アルバ ムに記 されたのが初出です。また ,バ ッジその ものの姿 は,昭 和 34年 のア
ルバ ムに初 めて見 ることができます。昭和 17年 までのアルバ ムが残 ってお らず ,調 べ ること
がで きません。
元副校長 の前 田 (旧 姓上田)京 子先生 の話 しによ ります と,そ う古 いことではないとい う
ことです。次 のよ うな説明をされま した。
男 の子 は帽子や ボ タ ンに校章 が着 いていて ,ど この学校 の子供 かす ぐわかるけれど ,女 の
子 はそれがないとい うことでバ ッジを作 ることにな り,女 子師範学校 の校章 の「 女師」 のと
ころに ,「 附小」 と入 れたバ ッジをつ くったのだそ うです 。 その年 や経過 の確 かな ことは記
憶 がないとの ことで した。

3.竹 早の校章 は ′
「 剣 に桜」か「 星に桜」か ′また ′上下 は剣が上か ′桜が上か ?
昔 の卒業生 の方 の中 に ,現 在 の校章 に ,何 か 自分 の小学校時代 と違 うので はな いか とい う
思 いを もたれて い らっ しゃる方 がお られるようです 。
上下が逆ではないか ,大 きさはもっと小 さか ったのではないか ,剣 が伸 びす ぎて青山師範
の附属 と同 じになっているのではないか ,剣 に桜 ではな くて ,星 に桜 と教わ ったよ うな気 が
す る,等 。
元副校長 の鈴木勝男 ,前 田京子先生 の責任執筆 された東京学芸大学20年 史 (昭 和45年 発行)
に次 のよ うな記事があります 。
校章 は剣 に桜 を組み合わせた 剣桜 "で ある。その制定 は記録 にの っていないので
はっきりしない。剣は武をあ らわ し,桜 は国花 で あることを思えば ,誠 に高潔 ,気 宇雄
大なよい図案を考え られたものと思 う。
校旗 は,朱 地 の上に校章 を中央 に配 し,金 糸 の ししゅうで浮 きぼ りに してい
る。 この現在 の校旗 が作 られたのは昭和 14年 である。

デザイ ンとしては同 じとされている附属世田谷小学校で も,明 治 32年 頃制定 されたよ うで
す が ,正 確 な制定 日,制 定 の由来等 は資料 がな くて不明 であるとしています 。 しか し,百年
史 に明治38年 附属小学校 の訓導 となられた武藤市蔵先生か ら聞 いた話 として次 のよ うな記事
が あ ります。
「 当時 の子供達 は制服 のよ うなものはな く,和 服 の着物 を着 ていま したが ,確 か男 の子
は帽子をかぶ っていたよ うに思 います 。その帽子 には記章 が着 いていた
と思 いますが ,そ れは師範 の記章 に桜 を乗 せたよ うな形 ではなか ったか と思 います 。それ
がいつ決 ま ったかは覚 えていません。
」
この ことか ら考 えます と,青 山師範学校 の校章 は,五 つの剣 の穂先 に三種 の神器 の鏡 を中

央 に配 したものだ ったよ うですか ら,鏡 の代わ りに桜 を乗せたので しょうか。
世 田谷小学校 との違 いです が ,竹早 は剣 が少 し短か ったよ うです。 それは今 で も名残 りを
とどめているよ うに思 います 。大 きさが少 し小さか ったと言 う人 がい らっ しゃいますが ,確
かめることがで きません。では ,「 星 は桜」 は子供達 の思 い違 いで しょうか 。
このたびの同窓会誌 9号

4Pに 偶然 にも久世清先生 が「 けん桜 ひか り輝 く三伏 の夏」 と書

いてい らっしゃいます 。 また ,昭 和 17年 までに見 られる剣 の穂先 の左半分 には黒 く陰影 がつ
けられ ,立 体感 を表わそうとしていることか らも星ではないことが分 か ります。
しか し,子供達 の誤 りとは片付 けられな くなってお ります。世 田谷小学校 では運動会 の歌
に「 胸 に輝 く世 田谷 の星 と桜 の」 といった文言 もあり,由 来 もそれに則 った説明がされ ,竹
早 に もその影響 が あります 。
最後 に残 る大 きな問題 は記章 の上下 の向 きです 。
アルバ ムで見 てみます と,大 正 6年 の一冊 だけが現在 の向 きにな っていて ,昭 和 2,3,

6,8〜 17年 と総 てが現在 と向 きが反対 にな っています。お もしろいの は,昭 和 14年 のアル
バ ムでは,表 紙 は現在 と逆 になっていて ,中 の校旗 の写真 は現在 の向きになっているのです。
昭和 31年 以降 は総 て剣 が上 の形 になっています。世田谷小学校 も同 じです 。
なお ,先 に も書 きま したよ うに ,昭 和 14年 の校旗制定 の時 の校章 は現在 の形 です。 この校
旗 は,昭 和 24年 東京学芸大学附属竹早小学校 と改 め られた後 ,い つかははっき りは しません
が ,高 島屋 で校名 で縫 い直 され (元 副校長植 田正次先生 に聞 く)現 在 も使われています。 こ
の時 どういう訳 か附属 の「 附」が「 付」 にな っています。

◇おわ りに◇
この聞 き書 きを書 くに際 しては,谷 秀夫 さんにはもちろんの こと,旧 職員 の加藤富美子先
生 ,植 田正 次先生 ,前 田京子先生 ,そ れか ら都立竹早高等学校 の荒井和子先生 には,突 然 の
電話 に長時間おつ きあいいただき,大 変 お世話 にな りま した。
また ,ア ルバ ムの コ ピー等 では事務 の高木 さん の手 を患わせま した。
ここに ,皆様 にあ らためてお礼申 し上 げます。
これを きっか けに して ,母校竹早小学校 に関 しての歴史 な り,エ ピソー ドな り,思 い出 な
りがお寄 せ頂 けた ら幸 いです。

