刊行概要

Ａ４判・上製
◉体裁││││││

『岡山孤児院新報』【画像・映像編】
『岡山孤児院 写真・映像資料』

６０︑
０００円＋税︵全１回配本︶

１２５︑
０００円＋税︵全２回配本︶

＊
︻画像・映像編︼第３巻のみＤＶＤ

◉揃定価│││││
︻機関誌編︼﹃岡山孤児院新報﹄全５巻

︻画像・映像編︼﹃岡山孤児院 写真・映像資料﹄全３巻
◉刊行にあたって│
児嶋草次郎 ︵石井記念友愛社理事長︶
◉編・解説││││
︻機関誌編︼
菊池義昭 ︵東洋大学教授︶細井勇 ︵福岡県立大学教授︶

名誉理事長︶

ISBN978-4-905421-57-3

︻画像・映像編︼
三上邦彦 ︵岩手県立大学教授︶元村智明 ︵金城大学准教授︶
◉推薦││││││
江草安彦 ︵社会福祉法人旭川荘
室田保夫 ︵関西学院大学教授︶
野々村淑子 ︵九州大学教授︶

２０１４年６月刊◎定価５０︑０００円＋税
第１巻 ﹃岡山孤児院月報﹄第１号〜第８号︵一八九三年八月〜九四年五月︶
﹃岡山基督教﹄第１号〜第４号︵一八九四年九〜一一月︶
﹃明治二十八年岡山孤児院年報﹄
︵一八九六年二月︶

英文機関誌﹃ ASYLUM RECORD
﹄３冊︵一九〇二年三月〜〇三年一二月︶
﹃岡山孤児院新報﹄第１号〜第 号︵一八九六年七月〜九八年︶
号〜第 号︵一八九九〜一九〇一年︶
ISBN978-4-905421-60-3

号〜第 号︵一九〇二〜〇四年︶

月刊◎定価７５︑０００円＋税

第２巻 ﹃岡山孤児院新報﹄第
２０１４年
第３巻 ﹃岡山孤児院新報﹄第

第４巻 ﹃岡山孤児院新報﹄第

号〜第 号︵一九〇五〜〇六年︶

号〜第 号︵一九〇七〜〇九年五月︶

２０１５年６月刊◎定価６０︑０００円＋税

５
全

第１巻 ﹃岡山孤児院

写真アルバム﹄
︵画像︶︵一九〇四〜一四年︶

編・解説＝菊池義昭・細井勇
Ａ４判／上製／総１︑７５２頁
揃定価＝ 万５０００円＋税

巻

巻

写真・映像資料
３
全

編・解説＝三上邦彦・元村智明
Ａ４判／上製︵映像はＤＶＤ︶
揃定価＝６万円＋税

六花出版

＊

石井十次
（1865‑1914）

24′50″)

岡山孤児院新報

第３巻 ﹃明治時代の孤児院に於ける生活記録﹄
︵一九〇五〜一〇年頃の記録︶︵映像

付録ＤＶＤ
︵第１巻・第２巻の画像デジタルデータ︶

写真画・記念写真帳﹄
︵画像︶︵一八九八〜一九二二年︶

ISBN978-4-905421-64-1

付録ＣＤ Ｒ‑ＯＭ
︵総目次デジタルデータ︶

第５巻 ﹃岡山孤児院新報﹄第

27

62

148 122 98

12

第２巻 ﹃岡山孤児院

全１回配本

岡山孤児院

12

電話 03‑3293‑8787 ファクシミリ 03‑3293‑8788
〶101‑0051 東京都千代田区神田神保町 1‑42

六花出版

28
123 99 63

第１回配本
第2回配本

機関誌編
画像・映像編

2014・5
「千二百人時代」と呼ばれた1907 年頃。背景は私立岡山孤児院尋常高等小学校

洗面の様子
食堂にて

機関誌編

画像・映像編

【機関誌編】

児童福祉事業のさきがけ
岡山孤児院（1887〜1926年）の
全貌を明らかにする
機関誌および関連写真・映像資料を復刻

石井十次
没後 100 年
記念

史料・岡山孤児院
編集復刻版

史料・岡山孤児院
編集復刻版

表示価格はすべて税別。

山孤児院は︑一八八七年︑基督教を信仰する医学生・
石井十次が︑貧窮する女性から子どもを預かったこと

するものである︒
︵六花出版編集部︶

害の問題︑親へのケアなどについて考えるすべての人に提供

社会事業史・教育史のみならず︑現代の子どもと貧困︑災

説を付して復刻刊行する︒

期に撮影された動画もデジタル映像としてＤＶＤに収録︑解

ると同時に画像データを付した︒また一九〇〇年代という時

出かけたか︑その様子を撮影した写真帳・アルバムを復刻す

らし︑学び︑そして音樂幻灯隊として遠く台北や旅順にまで

さらに﹁画像・映像編﹂として︑子どもたちがどのように暮

年報﹄
︑英文の﹃ Asylum Record
﹄誌を復刻し︑岡山孤児院と
いう奇跡ともいえる大事業の足跡を辿る︒

あたる﹃岡山孤児院月報﹄﹃岡山基督教﹄
︑そして﹃岡山孤児院

た孤児院の機関誌﹃岡山孤児院新報﹄全号と︑その前身誌に

本資料集成は︑
﹁機関誌編﹂として︑一八九六年に創刊され

題・教育問題を考える上でも︑大きな示唆をもつ︒

えて展開された岡山孤児院の事業は︑現在の子どもの貧困問

的な関係の中で育てることをめざし︑成人後の暮らしまで考

だけでなく︑十分に食べさせ︑一人ひとりに向き合い︑家族

失った困窮者があふれていた時代︑単に子どもを﹁救済﹂する

農村の荒廃や地震などの自然災害によって︑生きるすべを

ころざし︑一時期は一二〇〇人もの子どもが生活した︒

すべての困窮する子どもたちを引き受け︑育てることをこ

から始まった︑近代における草分けの児童養護事業である︒

岡

刊行にあたって
◉『岡山孤児院新報』創刊号 1896 年 7 月
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・敗戦
・児嶋虓一郎、戦争被災児救済を目的として石井記念友愛社を茶臼原に設立、活動を再開。

・児童虐待防止法／少年教護法

・救護法

・岡山孤児院、茶臼原孤児院が活動終了

・少年法

・支援者・大原孫三郎が大阪に財団法人石井記念愛染園を設立。愛染橋保育所・夜学校を引き継
ぎ救済事業研究室を付設（後の大原社会問題研究所）

・石井十次、初孫児嶋虓一郎誕生の報を聞いたのち死去

・私立茶臼原尋常小学校を設立。
「茶臼原憲法」制定

・院児、職員の茶臼原移住を完了（岡山には里子のみ残る）

・大阪事務所で「貧児保育」「貧児の夜学校」「職業紹介」を企画し、愛染橋夜学校、日本橋同情館を設立
・
『岡山孤児院新報』一四八号で終刊

・
「家族制度」
「満腹主義」
「宗教教育」などの方針を記した「岡山孤児院十二則」を発表
・
「親は働き、子は学べ、三代目には小作人が地主となる」という考えに基づく「三代教育論」を発表

・東京事務所と大阪事務所を開設

・仙台・福島・岩手に救済事業所を設立。計八二五名の被害児童を岡山に受け入れる
・岡山孤児院の収容数が一二〇〇人を超える
・全面的に委託制度（里預制）を導入

・
「孤児無制限収容」を発表 ・東北地方冷害による大凶作

・日露戦争 ・戦争孤児六三名を受け入れる

・大阪出張所を設置（〜一九〇六年）

・感化法。行旅病人及行旅死亡人取扱法。精神病者監護法 ・賛助会員一万人突破

・全国の主要停車場に募金函設置 ・幼稚園を設立

・院児による音楽幻灯隊を編成、尾道で初公演。以後全国各地、海外まで遠征（〜一九〇八年）

・
「幼児は遊ばせ、子どもは学ばせ、青年は働かせる」ことを理念とする「時代教育法」を案出
・私立岡山孤児院尋常高等小学校設立

・明治三陸大津波
・
『岡山孤児院新報』第１号発刊 ・東京孤児院創立

・石井の郷里・宮崎県茶臼原へ移住のため、開拓を開始 ・
『岡山基督教』創刊

・震災孤児院を岡山孤児院本院に合併 ・
『岡山孤児院月報』創刊

・上毛孤児院創立（群馬県前橋市）

・濃尾大地震 ・名古屋市に震災孤児院を開設

・第三高等中学校医学部を退学

・
「襤褸軒の下学校」と称して路上生活児童二〇余名に孤児院の軒下で授業を行う

・岡山市の三友寺に孤児教育会を設置（岡山孤児院の創立）

・岡山県基督教会で洗礼を受ける

・岡山県甲種医学校に入学

・福田会育児院創立（東京）

・日田栄養館創立（大分県）

・石井十次、宮崎県児湯郡に生まれる

キリスト教社会事業の源泉
───江草安彦
今年は︑石井十次没後一〇〇年にあたります︒こ

院及分院 茶臼原孤児院之過去及現在﹄に明らかに

岡山医学校の同級生には︑矢野恒太︵日本の社会保

されています︒感慨深いものがあります︒

大きな意味があります︒この出版物により︑石井十
障の体系化をはじめた第一生命保険の創立者︶もおり︑お

の時に石井十次関連の出版物が刊行されることは

次をより身近に感じることができることでしょう︒

を設立し︑倉敷の実業家大原孫三郎の大きな支援を

医学部の前身︶に入学をしました︒やがて岡山孤児院

も交友を深めていたようです︒わが国の社会福祉の

留岡幸助︑日本救世軍の創設者である山室軍平と

このほか同時期に岡山では少年非行問題の先覚者

互いにすぐれた学友が刺激しあったことでしょう︒

得て﹁神のための事業﹂を情熱的に展開し︑
﹁孤児の
曙とも言えます︒これらの人々は深い信仰の人であ

石井十次は宮崎県に生まれ岡山医学校︵岡山大学

父﹂と言われる活動をしています︒やがて岡山だけ
ったことを忘れてはいけないでしょう︒

文字と写真・映像から
孤児（院）
の歴史をよむ
石井十次の畢生の事業と称せるものは︑岡山孤児

し︑そこにはかけがえのない一人ひとりの人生が存

して多くの人が見逃していく歴史事象である︒しか

───室田保夫
院の施設運営であった︒その生涯は岡山孤児院と不

﹃岡山孤児院新報﹄が文字で残された記録である

している︒我々はこの事実を理解し︑光をあててい

政治や経済︑教育︑外交等々が中心である一般の

とするなら︑多くの﹃写真帳﹄や映像は視覚に訴え

即不離の関係を持ち︑孤児院の歴史は孤児たちの歴

歴史において社会福祉の歴史は主流ではない︒貧困︑

た記録である︒石井は福祉の施設に外国から幻灯機

く必要がある︒

家庭崩壊︑災害︑戦争といった背景によって孤児が生

や活動写真機をいち早く取り入れ記録した人物で

史でもある︒

まれ︑そして彼らがいかなる人生を送ったかといっ

困児を含めた一同に映した写真 等には石井独特の

あり︑また福祉の世界を視覚に訴えたジャーナリス

このたび︑六花出版より﹃岡山孤児院新報﹄と岡

意匠がある︒いわば後世に生きる我々に対して明確

たことは︑歴史の傍流から全く疎外された事象であ

山孤児院に関する多くの﹃写真帳﹄そして映像が復

な記憶を意識的に植え付けたとも解せる︒文字や

トでもあった︒有名な八百数十人の東北の孤児や貧

刻されるという︑まことに慶賀に堪えない︒歴史に

写真から何を読みとるか︒個々の人間を心に留める

る︒

は書かれる歴史と書かれざる歴史とがある︒社会福

という責務が今を生きる我々には課せられている︒

めぐる問いが課題となっている︒明治期日本の代表

生存とその後の成長と社会への送り出し︑つまり労

近代国家は︑人々の︑とりわけて貧しい子どもの

どが記録され︑事業や孤児の処遇とともに︑その媒

などのほか︑孤児の救済経緯︑入院後の生活状況な

た情報発信の媒体である︒事業内容や寄付者名簿

告類は︑岡山孤児院が他の孤児院に先駆け着手し

本資料集成に収録された﹃岡山孤児院月報﹄等報

るだろうか︒より広い読み手を可能とするこの刊行

問いに︑この豊かな史料群はどのように語ってくれ

族的養育への関心が示すものは何か等︑さまざまな

代家族の価値観が新中間層に浸透する以前の︑家

のか︒例えば︑里預け慣習や院での養育方法等︑近

済は︑そのような流れの中でどのような位置にある

︵むろた・やすお 関西学院大学教授︶

祉の対象となる歴史は後者が圧倒的に多い︒したが
って﹃岡山孤児院新報﹄に掲載された内容は往々に

的な慈善事業︑岡山孤児院もまた︑社会変容のなか

働と生活への関心を強め︑同時にその整備を進めた︒

戦略に迫る上で非常に興味深い︒

でいわゆる貧困児︑孤児︑棄児︑浮浪児などのいの

石井十次というカリスマ的創始者の思想と行動に

体を通じた広報手法の歴史的解明にも貴重な史料

は︑さらにその歴史研究の幅と深みを保証するもの

より語られることの多い岡山孤児院で行われた救

である︒
﹁写真・映像資料﹂もまた︑当時の孤児院で

︵ののむら・としこ 九州大学教授︶

となるだろう︒

濃尾大地震を受け︑事業を展開した︒

ちへのまなざしが問われるなかで成立し︑その後︑

現在︑様々な研究領域で﹁生存﹂
﹁貧困﹂
﹁福祉﹂を

───野々村淑子

︵えぐさ・やすひこ 社会福祉法人旭川荘 名誉理事長︶

でなく宮崎県でも理想を実現するためにさまざま

光景

な取り組みをすすめました︒このことは﹃岡山孤児

結髪の

「子どもの貧困」の歴史研究を
さらに深めるために

します
の暮らしや教育のありようと︑社会に発信した情報

東北から来た子どもたち。襟に名前など
が書かれた布が縫い付けられている
茶臼原孤児院松林学校

推薦

台北での音楽隊

食事風景

評議員。前列左・大原孫三郎、右・石井十次

里子大会

全５巻＋付録DVD
枚

﹁西の岡山孤児院︑東の上毛孤児院﹂並び称された上毛孤児院︵群馬県︶は︑災害や
凶作︑貧窮︑障害によって困窮に陥った保護者のいない子どもたちを守り育てた戦前
期児童養護施設の草分けである︒
機関誌﹃孤児の友﹄﹃上毛孤児院月報﹄及び関係資料を網羅的に収集し編集復刻︒付
録として幻灯用ガラス原板の画像データ２０８点をＤＶＤに収録した︒
◉Ｂ５判・Ａ４判（第５巻のみ）
・上製・２、
０４２ページ
◉揃定価───１１０、
０００円＋税
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かつて帝国主義戦争遂行のため男たちの慰安に使用され︑あるいは年季奉公や勤労
動員という名で安い労働力として搾取されてきた︑女性たち子どもたちは︑敗戦後も
生活困窮によって奴隷的労働を強制された︒
本編集復刻版は︑第Ⅰ部 人身売買編 では女性や子どもの人身売買に関する雑誌
記事や公文書資料を含む一九四五年より六〇年頃までの貴重資料を収録し︑第Ⅱ部 子
や脱法と呼べるような年少労働の問題を示すパンフレットや書籍の資料を収録した︒

ども労働編 では労働と呼ばれた子ども労働の実態を明らかにすると同時に不当労働
児童福祉史・児童教育史・女性史のみならず労働史・占領期研究等︑人権の問題
に取り組むすべての人々・研究機関に呈するものである︒
◉Ａ５判（第１巻～第６巻）
・Ａ４判（第７巻～第 巻）
・上製・約４、
０００ページ

◦第１回配本 第１巻～第４巻
本体６４、
０００円＋税
〈２０１３年 月刊行〉

増山均（早稲田大学）

岩田正美（日本女子大学）

角田由紀子（弁護士）

◉推薦────逸見勝亮（北海道大学）

石原剛志（静岡大学）
：子ども労働資料

◉編・解説──藤野豊（敬和学園大学）
：人身売買資料

◉揃定価───１９６、
０００円＋税〈全３回配本〉
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◉編・解説──宇都榮子（専修大学教授）
細谷啓介（上毛愛隣社理事長）
◉推薦────室田保夫（関西学院大学）
汐見稔幸（白梅学園大学）
藤岡一雄（元共愛学園中学・高等学校）
松本園子（白梅学園大学子ども学部）
◦第１回配本 第１巻〜第２巻・付録ＤＶＤ
本体４５、
０００円＋税
〈２０１１年 月刊行〉
ISBN978-4-905421-09-2

◦第２回配本 第３巻〜第５巻
本体６５、
０００円＋税
〈２０１２年９月刊行〉
ISBN978-4-905421-13-9

◦第３回配本 第８巻～第 巻
本体７５、
０００円＋税
〈２０１４年 月刊行〉

ISBN978-4-905421-46-7

◦第２回配本 第５巻～第７巻
本体５７、
０００円＋税
〈２０１４年６月刊行〉

ISBN978-4-905421-41-2

12

10

編集復刻『
版 上毛孤児院関係資料集成』

富山での「岡山孤児院慈善音楽会」

編集復刻『
版 戦後初期人身売買／子ども労働問題
資料集成』全 巻

石井十次と対座する子ども。
「談話教育」の実践

ISBN978-4-905421-50-4
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◉『岡山孤児院 写真アルバム』
『写真画・写真記念帳』より

内容見本
関連図書のご案内

愛染橋保育所／夜学校（大阪支部）

