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雑誌『令女界』における小野さつき訓導殉職についての考察

佐　藤　久　恵１）

Analysis of the Discussion About the Notion of Duty in the Case of a Primary
School Teacher Satsuki Ono in ‘Reijokaiʼ Magazine

Hisae Sato

要　約

　本稿では、雑誌『令女界』（大正11（1922）年９月号）を中心に、小野さつき訓導殉職について書かれ

た記事について考察した。特徴は、『令女界』に掲載された６点の文章のうち、学生時代の小野さつき訓

導を直接知る人の記述が３点、掲載されているということである。当時の『令女界』の読者層が女学生く

らい以上の年齢層にあったため、宮城県高等女学校内の愛読者を集め、レポートさせる企画を掲載したこ

と、雑誌『少女の友』『婦人世界』と誌面上の差別化を図ったとも考えられる。当時の殉難事件への反響

と亡くなった小野さつき訓導への礼賛が世間の中で凄まじい一方、『令女界』では、質素で素朴な人柄と

殉職につながらざるを得なかった気性とが記されている。2021（令和３）年には、小野訓導の殉難後100

年を迎えるが、この事件が現在に至ってどのような意味を持つかということについては継続して考察して

きたが、今回は『令女界』の掲載文を考察の軸とし、1922（大正11）年９月、同時期に発行された他誌

と比較をした。『令女界』においては等身大とも言える「小野さつき」が描かれたが、その後『令女界』

は当時の社会が批判的に描いた「女学生」を紙上に優先させ、「聖職者教師像」に結びつけて描くことを

避けたのではないかと考えられる。
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１．課題

　1922（大正11）年７月７日、小野さつき訓導は、
宮城県刈田郡蔵王町立宮尋常小学校の尋常４年の
児童を写生に連れて行き、受持ちの尋常４年生の児
童が白石川に溺れ水難にあった時、このうち２名を
救助したものの、残りの１名と共にその尊い命を失っ
た。筆者は、ここ数年に渡って、道徳教育の教材と
しての側面から考察した研究レポート、雑誌『少女
の友』の記述と鷹野つぎの「小野さつき訓導に関す
る文章」との比較のレポート、雑誌『婦人世界』に
おける「小野さつき訓導」唱歌ための公募への6000
通有余の公募事情と当選歌詞の分析のレポートを東
京未来大学研究紀要上に報告してきた。
　今回の試みは、雑誌『令女界』を中心とした「小
野さつき訓導」にまつわる記述の分析とこれまで取
り上げた雑誌『少女の友』『婦人世界』との３誌比
較である。いずれも月刊誌である。
　『令女界（れいじょかい）』は、宝文館が発行して
いた雑誌で、1922（大正11）年創刊され、奇しくも
小野さつき訓導の殉職事件と同年の発行である。そ
の後、1950年（昭和25年）の休刊まで約30年間発
刊されている。誌面は女学校高学年から20歳前後
の未婚女性を主な読者対象としていたと考えられる
が、前田愛『近代読者の成立１』では、「婦人雑誌」
としてとりあげていることも参考にした。
　今回取り上げた『令女界』９月号の記事の大きな
特長は、宮城県女子高等女学校の報告を集めている
ことと、宮城県女子師範学校関係三者の文章を掲載
していることである。筆者は、1922（大正11）年の
小野さつき訓導の殉難は、主筆藤村白光（耕一）の
後述した冒頭の文章からもわかるように、以後の雑
誌の方向に影響を与えたのではないかと当初、考え
た。しかし、『令女界』は「聖職教師像」とは距離
をおいて別な読者層を形成していった。今回はその
部分を分析することを課題とした。

２�．『令女界』が描いた「小野さつきさん」
という人

　大正11（1922）年、雑誌『令女界』９月号には、
小野さつき訓導追悼の記事が、主筆藤村白光の文に
はじまり、続けて他に５点掲載されている。該当す
るのは下記のとおりである。

①　藤村白光「尊き死が少女に与えた教訓」

②　宮城縣立第一高等女学校内令女界愛読者一同

③　宮城縣立第二高等女学校内令女界愛読者一同

④　宮城縣女子師範学校長秋葉馬治

⑤　宮城縣女子師範学校舎監林エイ子

⑥　宮城縣女子師範学校生徒Ｓ子

　①は主筆の文、②、③は愛読者による状況報告で
あるため、まず、⑤⑥の文章を取り上げ、『令女界』
主筆藤村白光の主観を加味しながら考察する。これ
らの寄稿文のうち、舎監林エイ子と生徒Ｓ子は宮城
縣女子師範学校関係者で、且つ、小野さつき訓導が
殉職する1922（大正11）年の３月まで「学生小野さ
つき」と寝食をともにしていた人たちということにな
るからである。④の宮城縣女子師範学校長の記述は、
当時の師範学校校長が一師範学校生をどのくらい把
握し、どのくらい関わりがあったのか、という師弟
関係の密度について、筆者は把握できていないため、
本稿の考察において積極的に加えていない。小野さ
つき訓導が、女子師範学校時代「級長」をやってい
たという記述があるため、同師範学校長の「印象に
残る生徒」ではあったと思うが、その程度がどのく
らいなのかは現在わからない

2.�1『令女界』―小野さつき訓導の宮城県女子師範
学校時代

　小野さつき訓導を直接知っていたであろう人たち
のうち３人が「亡き人の面影」として、追悼文を寄
せている。どの文も掲載にあたって編集者の校正を
経たであろうから実際に書かれた文章とは異なるか
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もしれないが、今回は、舎監林エイ子と学校生徒Ｓ
子の記述を取り上げ考察する。

　宮城県女子師範学校長秋葉馬治「僕婢に至るまで」

　宮城県女子師範学校舎監林エイ子「ビスケットの袋」

　宮城県女子師範学校生徒Ｓ子「便所のお掃除」

　舎監の林は、冒頭、「あの気性では今度の遭難は
免れ得なかった筈で御座いませう」と記述している。

　「気性が快活で性格が明るく任侠性をもっていたもので

すから、組の間がらからも舎生間からも信頼と尊敬を常に

受けていました…（略）…」

　「先月卒業後初めて寄宿舎を訪ねました時は相変わらず

学校で着て居た筒袖を着て居ました。そして一袋のビス

ケットを持つて来まして『初めて貰った俸給で買ったので

すからおあがり下さい』と言つて私共及び舊居た舎の生

徒達に分けてやりました。」

　林は、さつきの明るく快活で、卒業後も変わらな
い素朴さとこまやかな気配りを、「はじめての給料で
買って届けてくれたビスケット」の話で象徴させて
いる。一方、女子師範学校生徒のＳ子は、卒業のと
きに、みな各自の荷物の片付けて追われているなか、
さっさと片付けを終えたさつきが、本来手分けをす
るか、する必要さえなかった便所掃除を「硫酸をつ
かってまで」していたことを記述している。

　「卒業の時自分の荷物は部屋の人の厄介にならずキチン

と取片付けてしまつて卒業生の人々等心がソワソワして

誰も気が付かないで居る間にそつと便所のお掃除をせつ

せとやつていました。其の時部屋の人が見つけて大変に

とめましたが、『何これ位の事を自分の便所の掃除もせず

に行かれるのものか。』と言ひながらしかも硫酸で洗って

立派にして了ひました。」

　今でこそ、170センチの身長の女子は珍しくない

が、明治生まれで170センチ程の身長を有したさつ
きは、目立つ存在でしかもリーダーシップを発揮し
て率先して物事に取り組んでいたと考えられる。些
細なことでも、困っていれば手を貸さずにいられな
いことが、次のエピソードでもよくわかる。

　「故小野さつき様は非常に質素な人でいつもこまやかな

手織縞の着物ばかり着てほんたうに飾り気のない方でし

た。又物事をかくすということがなく人が居ようが居まい

がすこしも変わりがありませんでした。体格が非常によく

身体が級の中で一番大きかったので、体操等の時はいつ

も先頭に立つて活発になさいました。」

　「新入生の人などお洗濯等して絞りあげるのに骨折つて

るのなど見ると髪洗ひを中途にして手伝ってやる風の人で

ありました。」

　教師だから自分の命を顧みず生徒を助けに川に飛
び込んだという責任感からの行為や姿と、さつきの
もともとの性質が、その行動を選んだという姿が浮
かび上がってくるようにも思えるエピソードである。

2.�2『少女の友』『婦人世界』『令女界』３紙の記事
の特徴と比較

　今回の『令女界』を「資料性」という点からみる
と、これまで筆者が取り上げてきた『少女の友』『婦
人世界』とは異質であることがわかる。まず『令女界』
の特集が「宮城県高等女学校」及び「宮城県女子
師範学校」の関係者に特化したという点で他誌の特
集と一線を画すると筆者は考えている。また、小野
さつき訓導を「訓導小野さつきさん」「小野さつきさ
ん」というように「さん」という敬称をつけたことは
他誌にみられない。
　表１で３誌を比較した。

　３誌を比較すると、掲載文と企画によって違いが
わかる。『少女の友』『婦人世界』はともに實業之
日本社によって発行されていたため、「東京市視学
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長佐佐木吉三郎」の文章が双方に見られ、『少女の
友』の誌面は、『婦人世界』とこの部分で共通して
いることがわかる。『婦人の友』の発行部数が、前
田によれば「大正の末年で10万を超えていたであろ
う」とあり、「小野さつき訓導唱歌」への応募歌詞数
が6000通有余であったことの傍証になるかもしれな
い。
　敬称「先生」「訓導」「さん」の違いは、注目すべ
き点ではあるが、『令女界』において身近な「さん」

が使われたのは、直接知る人の文が誌面に反映した
ためと、発行当時、７月７日の事件から９月号（８
月の発行）まで１か月の間のこの事件の捉え方が『令
女界』において異なったからではないかと考える。
　掲載頁は、『婦人世界』においてもっとも多いが、『少
女の友』では、次号予告があり、「小野さつき訓導」
の行為が次号の特集「健気な少女」に影響を与えて
いることがわかる。
　表紙に「追悼号」とあるのは『少女の友』だけで

雑誌名 『少女の友』 『婦人世界』 『令女界』

掲載文数 ①　 東京市視学長佐佐木吉
三郎による寄稿

②　次号予告

３人の寄稿と当選歌７ ①　主筆藤村白光の文
②　２種のレポート寄稿
③　３人の関係者の寄稿

編集者・主筆など 編集兼発行人　増田義一 編集顧問　村井玄斎
発行兼編集人　増田義一

主筆　藤村白光

小野さつきへの敬称等 「先生」 「訓導」 「さん」

主な寄稿者 東京市視学長佐佐木吉三郎 特派記者野村光葉
東京視学長佐佐木吉三郎
公募唱歌への当選者

主筆　藤村白光
宮城県立女学校、宮城県高
等女学校、舎監、匿名者

掲載頁 18 ～ 27 頁 ①　 写真頁に遺品、家族の
集合写真等あり

②　 ２～ 28 頁
　　152 ～ 159 頁

16 ～ 21 頁

編集後記などの記述 次号予告に関連の記載あり 編集後記に一部記載あり

表紙 カラー
「追悼号」の記述あり

カラー
特になし

カラー

小野さつき訓導殉職に関す
る内容号の発行年月日と表
紙絵

1922（大正 11）年９月
表紙絵：着物を着た襟元の
少女の画で赤い髪飾りがあ
る。

1922（大正 11）年９月
表紙絵：婦人が顔の下部に
軽く左手を添えている様子
の画。

1922（大正 11）年９月
表紙絵：人魚が岩に腰掛け
ていて、一粒の真珠を左手
で掲げ見る画。

発行所 実業之日本社 実業之日本社 宝文館

創刊 1908（明治 41）年２月 1906（明治 39）年１月 1922（大正 11）年４月

定価 普通号 30 銭、特別号 35 銭 40 銭 ２円 50 銭

その他 小野訓導の唱歌のための公
募作詞の当選結果あり（応
募数 6000 通とある）。

表１　掲載内容の３誌比較

（筆者作成）
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あるが、『令女界』の表紙絵が「人魚が岩場で真珠
を掲げている絵」であることは、小野さつき訓導の
殉難が命を賭した行為と彼女の高潔な魂を象徴した
のではないかと考える。
　創刊は『少女の友』が1908（明治41）年、『婦人世界』
が1906（明治39）年であり、『令女界』が1922（大
正11）年である。後発の『令女界』が、前述の２誌
読者層を共有するのは明らかであり、誌面において
いつも差別化を図らなければならないことや、定価
が圧倒的に高い「２円50銭」であることから、同年
齢層でしかも高額誌が買える女性層が読者となった
ことが、太田瑞穂の指摘した「その後小野さつき訓
導を取り上げた記述を一切見ない２」ということを補
う要素であったのではないかと筆者は考えている。
また、このことからも「小野さつき訓導」を含む聖
職教師像は、『令女界』以外でつくられていったと
推察する。「小野さつきさん」は『令女界』の描こう
とした女子学生像ではないためではないかと推測す
る。

３�．『令女界』主筆藤村白光の掲げた「尊き
死」と「教訓」についての考察

　主筆藤村が「吁
ああ

、小野さつき訓導　尊き死が少女
に与えた教訓」と題した文をこの特集の冒頭におい
ている。その出だしの文は、以下のようである。

　「去る七月七日宮城県刈田郡宮小学校の訓導小野さつき

さんが二十二歳の若き女性の身を以てその愛児の為に殉

じた悲しき出来事は、東京井の頭における松本訓導のそ

れにもました壮烈な行為として社会はあらゆる讃称の辞を

惜しまないのでございます。」

　ここで、藤村が挙げている松本訓導の事件３とは、
1919（大正８）年11月20日東京市麹町区永田町小
学校全児童が井の頭公園に秋の遠足を行った折に
起きた事件である。当時の井の頭公園は都心から離
れた郊外で、今では考えられないが、まだ、来園す
る人も少なかったという。当時、開園２年目の新し

い施設だった。遊びに夢中だった一児童が玉川上水
の急流に落ち、それを助けようと飛び込んだ松本虎
雄訓導が急流に巻き込まれ児童とともに命を落とし
たという殉難のことを示している。
　この殉難も、井の頭に石碑が建てられているほど
の出来事であるが、その壮烈な行為と両者の死は、
以下の点で異なる部分を持っている。小野訓導にお
いて、人名救助をした児童が２名いたという点であ
る。
　藤村が続けて記述するのは、二つの「教訓」である。
読み進めると以下がそれらに該当していることがわ
かる。一つは、「教師の責任の重さ」であり、二つ目
は、「わが身を顧みないで人の為に――という任侠
犠牲の精神の必要」である。そして、これらの結論
として文末に挙げているのが以下の一文である。

　「光輝ある祖先を有する日本人として少なくも責任、任

侠のためには死を恐れないで邁進するだけの修養が平生

に於いてあつて欲しいと思ひます」

　小野さつき訓導殉職の件も含めた『令女界』につ
いて考察したものに、太田瑞穂の「『令女界』とそ
の周辺４」がある。太田は、「1922（大正11）年９月
号の特集以後、小野さつき訓導の関連では特集も投
書もなされなかった」ことを記述している。その本
文中では、理由を「女子学生たちの教師へのまなざ
しの変化が進んだため」として説明している。そこ
からは、当時、藤村の挙げた「教訓」の２つの意味は、

『令女界』の読者層である女学生及び、その少し上
の年齢の比較的経済的に豊かな読者において、あま
り重視されないものだったと考えることができるの
ではないか。または、『令女界』は購買層を別のとこ
ろに求めたためであるとも考えられる。
　稲垣恭子著『女学校と女学生』５によれば「一九〇〇
～一〇年代にかけて、女学生の「軽佻浮薄」さや「虚
栄心」に対する批判が頻出した」という。同時にこ
の時期、「女学生堕落論」も盛んであったことがわ
かる。『令女界』が選んだのは、社会状況の中でむ
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しろ批判を受けていた「女学生」たちだったのかも
しれない。学校で『令女界』を禁止していたとい
う例もあるが実態については今回は調べられなかっ
た。
　主筆藤村がこの特集のテーマとした「尊き死が少
女に与えた教訓」を考察の軸とすると、藤村の書い
たことは、「聖職教師像」を促し、むしろ支えるよう
な方向を持っていたと考えることができる。これは、
当時の「小野さつき訓導」の死後、醸成しつつある

「教師への雰囲気」を追随するようなものでもあっ
たが、藤村個人の見解であったと見た方がよく、そ
の後の雑誌全体の方向性に影響を与えるものではな
かった。この号では、読者諸氏に向かって「任侠の
ためには死を恐れないで邁進するだけの修養」を説
くものの、経済的に比較的豊かな女学生たちに向け
て、その後に渡って強く打ち出すことができなかっ
たと筆者は推測している。
　『令女界』は小野さつきを追悼するにあたって悲
しみの感情を出そうとして、当時の社会一般の受け
とめられ方と合わず、そのためのちの号では取り上
げることを避けたのではないだろうか。
　筆者が、これまで取り上げてきた雑誌資料のう
ち、『少女の友』と『婦人世界』の「小野さつき訓
導」に関する記述は、彼女の殉職に関する記述であ
るか、または、殉職の情報を得てから、その後の感
情で記述されたという特徴があり、間接的に得た情
報に対して、反応したものであるという特徴をもっ

ていたと言える。視学長の佐佐木吉三郎においては、
『少女の友』『婦人世界』の２誌に寄稿しているが、
彼もまた、事件の記事を新聞で読んで現地へ赴いた
一人である。それに対し『令女界』の記事の特徴は、
生前の「小野さつき訓導」を直接知る人の記述を取
り上げたという点にある。
　『令女界』における「小野さつきさん」を直接知
る人たちの悲しみやその他の感情は「小野さつき訓
導」への絶大なる礼賛と「聖職教師像」の形成とは
異なる形をとっていったと考えられる。つまり、『令
女界』読者は小野さつき訓導の殉難による聖職教師
像とは距離をとっていったと言え、それは『令女界』
の編集の方向６が影響を与えたと分析した。
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