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1 1978.4 創刊のことば 宮本武之助 学院長・大学長
資料室の教育的意義 中村茂 中学校・高等学校教諭
ミス・キダーの手紙（１） 榎本義子 短期大学専任講師
ミス・キダーを偲びつゝ 高谷松江 高谷道夫夫人、学院元教諭
校舎模形について 神尾昭二 中学校・高等学校教諭
資料室の歩み 堀内浜代 図書館司書
資料室日誌 横田久子 資料室

2 1978.12 Faithful unto Death R.L.ノーデン 中学校・高等学校宣教師,教諭
フェリス史研究への展望 鈴木美南子 大学助教授
ミス・キダーの手紙（２） 榎本義子 短期大学専任講師
校舎模形について（２） 神尾昭二 中学校・高等学校教諭
ニューズランズウィック神学校の資料 鈴木美南子 大学助教授
収書目録 堀内浜代 図書館司書
ジョンソンご夫妻にお逢いして　ほか 横田久子 資料室
資料室日誌 横田久子 資料室

3 1979.7 Iｎ Memoriam R.L.ノーデン 中学校・高等学校宣教師,教諭
グーテンベルグ『42行ラテン語聖書』の復刻版 宮本武之助 学院長・大学長
横浜バンドとフェリス女学院（上） 工藤英一 明治学院大学教授
フェリス女学院とアメリカ改革派教会（RCA) その関係理解についての一考察 気仙三一 中学校・高等学校長
ミス・キダーの手紙（３） 榎本義子 短期大学助教授
校舎模形について（３） 神尾昭二 中学校・高等学校教諭
池家を訪問して　ほか 横田久子 資料室
収書目録
資料室日誌 横田久子 資料室

4 1979.12 TONIC SOL-FA 明治・大正の音楽教科書 大塚安宏 中学校・高等学校教諭
横浜バンドとフェリス女学院（下） 工藤英一 明治学院大学教授
ミス・キダーの手紙（４） 榎本義子 短期大学助教授
宣教師の先生方 高谷松江 中学校・高等学校教諭
校舎模形について（４） 神尾昭二 中学校・高等学校教諭
カイパー講堂とステンド・グラスのこと　ほか 稗田操子 Saint Joseph修道院
収書目録
寄贈資料
資料室日誌

5 1980.3 フェリス女学院を去るに際して 宮本武之助 学院長・大学長
叔母・林貞子のことなど 林三喜雄 林貞子甥、牧師
卒業生による林貞子先生の思い出
林貞子先生遺品目録
資料室日誌

6 1980.10 フェリスは一つ 幸田三郎 学院長
明治十五年の「規則書」によせて 気仙三一 中学校・高等学校教諭
ミス・キダーの手紙（５） 榎本義子 短期大学助教授
植村正久とその周辺 随筆風に 堀　信一 大学名誉教授
校舎模形について（５） 神尾昭二 中学校・高等学校教諭
若松賤子の精密な伝記「とくと我を見たまえ」山口
玲子著

鈴木二三雄 大学名誉教授

三島の小出正吾先生をお訪ねして　ほか 堀内浜代 元資料室委員、図書館司書
収書目録
寄贈資料
資料室日誌

7 1981.3 フェリス女学院の校名の一考察 草間俊郎
県立栄養短期大学教授・横浜国
立大学講師

若松賤子来浜のことなど 鈴木二三雄 大学名誉教授
校歌の生まれたころ 三宅洋一郎 短期大学客員教授
青春の記念碑 作詞者の幸運と不安と 依田康子 元中学校・高等学校教諭
ミス・キダーの手紙（６） 榎本義子 短期大学助教授
岩佐琢蔵先生手記（１）
校舎模形について（６） 神尾昭二 中学校・高等学校教諭
収書目録
資料室日誌

8 1981.12 思い出ずるままに二ッ三ッ 松尾造酒蔵
元学院理事長、現横須賀学院
理事長・院長

思い起こすことども 小林公一 青山学院大学教授
二の岡と講師控室の仲間たち 1947年から1953年まで 大須賀潔 立教大学教授
戦中戦後のフェリスの裏話 柳原緑 元本学院教諭
時代の与えた影響 岡野美年子 1950年高等部卒業
ある六年間のフェリス生活記録 三宮康子 1950年高等部卒業
樋口一葉と若松賤子 鈴木二三雄 大学名誉教授
ミス・キダーの手紙（７） 榎本義子 短期大学助教授
岩佐琢蔵先生手記（２）
校舎模形について（７） 神尾昭二 中学校・高等学校教諭
収書目録
資料室日誌
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9 1982.5 ミス・キダーの手紙（８） 榎本義子 短期大学助教授
岩佐琢蔵先生手記（３）
資料室日誌
横浜海岸教会初期記録 井上平三郎編 横浜海岸教会牧師

10 1982.12 フェリスにおける英語教育 三浦信乃 1911年高等科神学部卒
斎藤きみ子 1918年本科卒
小嶋ミドリ 1931年中等部卒
荒木春子 1936年中等部卒
福井英子 1949年専門部英文科卒
安達和子 1958年高等学校卒
森本佳子 1967年高等学校卒
福田千佳 1970年高等学校卒

若松賤子と島崎藤村 鈴木二三雄 大学名誉教授
『110年小史』余禄 アイザック・フェリスのことなど 鈴木美南子 大学助教授
ミス・キダーの手紙（９） 榎本義子 短期大学助教授
岩佐琢蔵先生手記（４）
収書目録
資料室日誌

11 1983.5 回想　フェリスの女性たち 祖母　中村静子 中村哲 法政大学総長
母　高杉幸子の思い出 高杉英男 元弘前学院院長
祖母　室原富子の想出 根本百合子 1942年中等部卒
母　鵜沢（今井）以知のこと 鵜沢昌和 青山学院大学教授
母　久内英代の事ども 斎藤晃子

星野光多とその一族（１） 星野達雄 東京ＹＭＣＡ主事
ミス・キダーの手紙（10） 榎本義子 短期大学助教授
岩佐琢蔵先生手記（５）
収書目録
資料室日誌

12 1983.12 回想　フェリスの女性たち 母　宮部やす子の思い出 宮部重代
わが母　遠藤参の生涯 遠藤恭介 医師
母　鵜飼（関）啓子の思い出 鵜飼勇 銀座教会牧師
母　新海（旧姓古沢）卓子入学前後のこと 新海明彦 国立中野病院名誉院長

妻　今岡（旧姓福田）ウタヨを憶う 今岡信一良
元正則中学・高等学校長、現日
本自由宗教連盟会長

師　井上三保子－夜明けを告げるもの 石川すず 1919年高等科卒
星野光多とその一族（承前） 星野達雄 東京ＹＭＣＡ主事
ミス・キダーの手紙（11） 榎本義子 短期大学助教授
収書目録
資料室日誌

13 1984.5 平野濱子とデルサート体操 日本女子大学との関係 石川悦子 日本女子大学教授
明治期のフェリスの体操 西村絢子 日本女子体育大学教授
ジェイムス・バラの手紙（１） 榎本義子 短期大学助教授
回想　フェリスの女性たち 母　牟田貞（てい）のこと 牟田悌三 俳優

星野あい先生と私 藤田たき
津田塾大名誉教授、津田スクー
ル・オブ・ビジネス校長

母　秋元みよの思い出 秋元徹 明治学院大学教授
母の想い出 陳栄千代（松平栄千代） 漢方料理研究家
母　清水すずの思い出 清水正夫 横浜赤十字病院薬剤部長

資料室日誌
学徒動員　帝国通信工業日誌

14 1984.12 フェリス・ヨコハマ・ニッポン 中島省吾 学院長

ミラー夫妻と三浦徹の盛岡伝道 秋山繁雄
前明治学院職員明治学院大学
史料室

キダーと盛岡 太田愛人 日本基督教団上星川教会牧師
もうひとりのミス・キダーの生徒 鈴木二三雄 大学名誉教授
ジェイムス・バラの手紙（２） 榎本義子 短期大学助教授
回想　フェリスの女性たち 母　指田しづ（旧姓高野静子）の回想 指田太郎
資料室日誌
学徒動員　帝国通信工業日誌

15 1985.5 全ては導かれている 幸田三郎 前学院長

ミラー夫妻と三浦徹の盛岡伝道 秋山繁雄
前明治学院職員明治学院大学
史料室

ジェイムス・バラの手紙（３） 榎本義子 短期大学助教授
回想　フェリスの女性たち 佐藤哲　姉 佐波亘
資料室日誌
田中日記 田中参

16 1985.12 ミラー夫妻と三浦徹の盛岡伝道(3) 秋山繁雄
前明治学院職員明治学院大学
史料室

ジェイムス・バラの手紙（４） 榎本義子 短期大学助教授

フェリス女学院創立115年式典　卒業生感話 1985年6月3日 稗田操子
Saint Joseph修道院　S1３高等部
英文科卒

回想　フェリスの女性たち 師恩讃仰 平野はま先生を敬慕しまつる 氏家寿子 日本女子大学名誉教授理事
フェリス校をこよなく愛した私の母 海老名謙一 東京水産大学名誉教授
母　清水志づの思い出 小笠原貞子 日本共産党参議院議員

資料室日誌
田中日記（2） 田中参
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17 1986.6 ミラー夫妻と三浦徹の盛岡伝道(４) 秋山繁雄
前明治学院職員明治学院大学
史料室

フェリス女学院への親近感 和田洋一 同志社大学名誉教授

回想　フェリスの女性たち 風車のある学校と私の母 マール・ウイリアム
Fluor International In Co.,管理
部長

資料室日誌
田中日記（3） 田中参
学徒動員 住友通信工業出勤簿及日誌

18 1986.11 19世紀のアメリカ社会と女性宣教師の誕生 アメリカ時代のキダーをめぐって 小檜山ルイ 関東学院大学専任講師
ジェイムス・バラの手紙（５） 榎本義子 短期大学助教授
回想　フェリスの女性たち 母　三谷ちよ 中村幸子
収書目録
資料室日誌
田中日記（4） 田中参

19 1987.5 フェリスに影況を与えた体操に関する一考察 大河内保雪 東京都立大学付属高校教諭
平野浜子氏と川瀬文子氏 デルサルト式体操とエマーソン式体操 大場一義 筑波大学教授
キリスト教主義女学校と体育 秦芳江 同志社女子大学教授
思い出 宇治志保子 体育教諭
ジェイムス・バラの手紙（６） 榎本義子 短期大学助教授
回想　フェリスの女性たち 従姉　藤沢愛子の思い出 和田洋一 同志社大学名誉教授

おアサさん 稗田操子
十字架のイエズス修道女会会員
1938年高等部英文科卒

収書目録
資料室日誌

20 1987.10 ジェイムス・バラの手紙（７） 榎本義子 短期大学助教授
回想　フェリスの女性たち 母　青木ナミのこと 佐々木芳枝

竹内先生の思い出 平出文子 1922年研究科卒
母　平出フミ 柴田三重子

収書目録
資料室日誌
南小柿洲吾日記 岡部一興 明徳学園相洋高等学校教諭

21 1988.4 キダー家の系譜
マーガレット・ナイト/中村
茂訳

ジェイムス・バラの手紙（８） 榎本義子 短期大学助教授
回想　フェリスの女性たち 祖母　ハリエット　ルイス　ウィン E.D.バッティー/中村茂
収書目録
資料室日誌
神奈川県教育会雑誌に掲載された「フヱリス和英
女学校」

草間俊郎
神奈川大学講師･神奈川県立栄
養短期大学

田中日記（5） 田中参
22 1988.9 大阪大会におけるMiller女史の報告 小檜山ルイ 関東学院大学専任講師

ジェイムス・バラの手紙（９） 榎本義子 短期大学助教授
回想　フェリスの女性たち 布施豊世夫人をめぐる方々を偲んで 下河辺庸子

祖母ハリエット　ルイス　ウィン（その２）
エヴァリン・Ｄ.バッティー
/中村茂訳

収書目録
資料室日誌
田中日記（6） 田中参

23 1989.5 山本秀煌（１） 岡部一興 明徳学園相洋高等学校教諭
ジェイムス・バラの手紙（10） 榎本義子 大学一般教育助教授
回想　フェリスの女性たち 母　村田光子の思い出 今　陽子
村田光夫人のことども 指路教会有志
収書目録
資料室日誌
田中日記（7） 田中参

24 1989.10 ミラー夫妻の高知伝道（上） 秋山繁雄
元明治学院職員　明治学院大
学図書館史料室

婦人宣教師の足跡を訪ねて
長老派婦人宣教師とメアリ・E・キダーに関
する資料

小檜山ルイ 関東学院大学専任講師

ミス・キダーの手紙（12） 榎本義子 大学一般教育助教授
回想　フェリスの女性たち 母　庄司つねを語る 大澤紗智
収書目録
資料室日誌

25 1990.5 ミラー夫妻の高知伝道（中） 秋山繁雄
元明治学院職員　明治学院大
学図書館史料室

M・E.キダーの栃木伝道 高崎　隆 鹿沼教会牧師
回想　フェリスの女性たち 母　有吉愛の思いで 有吉　亮
収書目録
資料室日誌
田中日記（8） 田中参

26 1990.12 山本秀煌（２） 東京一致神学校時代 岡部一興 明徳学園相洋高等学校教諭

ミラー夫妻の高知伝道（下） 秋山繁雄
元明治学院職員　明治学院大
学図書館史料室

ミス・キダーの手紙（13） 榎本義子 大学一般教育助教授
回想　フェリスの女性たち 深い御恩を思う　中山五代様 藤田恭順 宝光寺住職
収書目録
資料室日誌
田中日記（9） 田中参
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27 1991.5 山本秀煌（3） 東京一致神学校時代 岡部一興 明徳学園相洋高等学校教諭
小谷野敬三 アメリカ物語 小谷野正男
ミス・キダーの手紙（14） 榎本義子 大学一般教育教授

回想　フェリスの女性たち
祖母　岡田たみが遺されたもの　明治44年
4月4日　本科24回卒業

岡田庸子

収書目録
資料室日誌
田中日記（10） 田中参

28 1991.11 山本秀煌（4） 東京一致神学校からフェリス・セミナリーへ 岡部一興 明徳学園相洋高等学校教諭
ミス・キダーの手紙（15） 榎本義子 大学一般教育教授
回想　フェリスの女性たち 母を想う　岡本よし 岡本重禮 聖路加国際病院　副院長
収書目録
資料室日誌
田中日記（11） 田中参
執務日誌（１）

29 1992.7
THE REFORMED CHURCH IN AMERICA AND
MISSION EDUCATION IN THE MEIJI ERA

Gordon D.Laman
東京神学大学教授、米国改革
派協会宣教師

改革派教会のルーツ（１） 改革派教会を形成した35の出来事
アーリー　Ｒ.ブラウアー
中村茂訳

回想　フェリスの女性たち 福尾つや先生を偲んで 柏　絢子 西南女学院総務課長
収書目録
資料室日誌
執務日誌（２）

30 1992.12 山本秀煌（5） 高知教会時代 岡部一興 相洋高等学校教諭

改革派教会のルーツ（２）
アーリー　Ｒ.ブラウアー
中村茂訳

ジェイムス・バラの手紙（１１） 榎本義子 大学一般教育教授
回想　フェリスの女性たち 郷司わか　一粒の麦 郷司敬吾 横浜国立大学名誉教授
収書目録
資料室日誌
田中日記（1２） 田中参

31 1993.6 山本秀煌（６） 横浜住吉町教会時代 岡部一興 相洋高等学校教諭

改革派教会のルーツ（３）
アーリー　Ｒ.ブラウアー
中村茂訳

回想　フェリスの女性たち 祖母　戸板関子（せき）のこと 青木英夫
戸板学園理事長、戸板女子短
期大学学長

娘　堀明子いくつかのこと 堀　祐吉
収書目録
資料室日誌
田中日記（13） 田中参

32 1993.12 山本秀煌（7） 横浜指路教会時代 岡部一興 相洋高等学校教諭

改革派教会のルーツ（４）
アーリー　Ｒ.ブラウアー
中村茂訳

ジェイムス・バラの手紙（12） 榎本義子 大学文学部共通教育教授

回想　フェリスの女性たち 姉　石川仲子 石川徳門
株式会社三石地所代表取締役
社長

資料室日誌
田中日記（完） 田中参

33 1994.5 巌本善治と若松賤子 鈴木美南子 大学文学部教授
若松賤子の手紙 鈴木二三雄 大学名誉教授

改革派教会のルーツ（５）
アーリー　Ｒ.ブラウアー
中村茂訳

回想　フェリスの女性たち 母を語る　風道　祈り　－ある決断－ 桝本華子 基督教独立学園高校音楽教諭
教壇から大空に翔いた馬渕テフ子先生 小嶋ミドリ 1933年高等部英文科卒

資料室日誌
巌本善治関係資料 巌本善治

34 1994.12 改革派教会のルーツ（６）
アーリー　Ｒ.ブラウアー
中村茂訳

ジェイムス・バラの手紙（1３） 榎本義子 大学共通教育教授
回想　フェリスの女性たち 思い出 岩本静枝 前フェリス同窓会長・理事
収書目録
資料室日誌

35 1995.5 山本秀煌（８） 米国留学から山口教会へ 岡部一興 相洋高等学校教諭
ジェイムス・バラの手紙（1４） 榎本義子 大学共通教育教授
回想　フェリスの女性たち 祖母　山口ひさの思い出 安藤久美子

母　早川たけ　若き日の肖像 早川佳郎 東ソー株式会社理事
収書目録
資料室日誌

36 1996.1 巌本嘉志子による英文の訳出 （1）英文　文学会序 柴田亜由美 一橋大学大学院生

改革派教会のルーツ（７）
アーリー　Ｒ.ブラウアー
中村茂訳

ジェイムス・バラの手紙（1５） 榎本義子 大学共通教育教授

回想　フェリスの女性たち エマ・キャサリン・ウィトベック・ヴェイル
キャサリン・ヴェイル・ブ
リッジ

母・三浦信乃のこと 三浦一郎 上智大学名誉教授
わが思い出の記 三浦信乃

収書目録
資料室日誌
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37 1996.6 山本秀煌（９） 大阪東教会での活動 岡部一興 相洋高等学校教諭
巌本嘉志子による英文の訳出 （2）英文　ジャパン・エヴァンゼリスト 柴田亜由美 一橋大学大学院生

改革派教会のルーツ（８）
アーリー　Ｒ.ブラウアー
中村茂訳

回想　フェリスの女性たち 叔母　片山イソの思い出 松平栄千代 漢方料理研究家、姪
収書目録
資料室日誌

38 1996.11 宣教師　E・ローゼィ・ミラー 中島耕二 キリスト教史学会会員
巌本嘉志子による英文の訳出 （３）「会津藩籠城」前文 柴田亜由美 一橋大学大学院生

改革派教会のルーツ（９）
アーリー　Ｒ.ブラウアー
中村茂訳

回想　フェリスの女性たち 母　三浦貴美子の思い出 三浦　尚 （株）新日比谷ビル監査役
資料室日誌

39 1997.6 山本秀煌（10） 大阪東教会から明治学院神学部へ 岡部一興 相洋高等学校教諭
巌本嘉志子による英文の訳出 （４）木村鐙子小伝（上） 柴田亜由美 一橋大学大学院生

改革派教会のルーツ（10）
アーリー　Ｒ.ブラウアー
中村茂訳

回想　フェリスの女性たち 母のクラス会 伊藤恒夫 医学博士
資料室日誌

40 1998.1 導かれてフェリス女学院で 中島省吾 理事長・前学院長
山本秀煌（11） 明治学院神学部就任 岡部一興 相洋高等学校教諭
巌本嘉志子による英文の訳出 （５）木村鐙子小伝（下） 柴田亜由美

改革派教会のルーツ（11）
アーリー　Ｒ.ブラウアー
中村茂訳

回想　フェリスの女性たち 我が伯母　江守節子 浅岡るり子

フェリスをめぐる人々 恩師渡辺茂先生を偲んで 稗田操子
十字架のイエス・ベネディクト修
道会シスター

資料室日誌
41 1998.7 歴史のあゆみ 小塩節 学院長

ヘボン塾とキダーの学校 久世了 明治学院学院長
巌本嘉志子による英文の訳出 （６）比較宗教学の短い考察 柴田亜由美

改革派教会のルーツ（12）
アーリー　Ｒ.ブラウアー
中村茂訳

ジェイムス・バラの手紙（16） 榎本義子 大学文学部教授
回想　フェリスの女性たち 祖母を語る 渋谷重信 大日本土木（株）名古屋支店勤
収書目録
資料室日誌
林貞子関係書簡

42 1999.1 山本秀煌（12） 明治学院神学部時代 岡部一興 相洋高等学校教諭

改革派教会のルーツ（13）
アーリー　Ｒ.ブラウアー
中村茂訳

回想　フェリスの女性たち 母のこと　～九通の手紙～ 和田新 1908年本科卒
フェリスをめぐる人々 父の思い出 都留春夫 国際基督教大学名誉教授
収書目録
資料室日誌

43 1999.7 巌本嘉志子による英文の訳出 （７）家族についての記述を中心に 柴田亜由美
回想　フェリスの女性たち 母のこと　～お菊ちゃん～ 和田新 1908年本科卒
収書目録
資料室日誌
林貞子関係書簡（２）

44 2000.1 山本秀煌（13） 宗教法案と山本秀煌 岡部一興 相洋高等学校教諭

改革派教会のルーツ（14）
アーリー　Ｒ.ブラウアー
中村茂訳

フェリスをめぐる人々 祖父の思い出 エステル・ブース・ペイジ ブース校長曾孫
回想　フェリスの女性たち 母　土谷恵牟子のこと 土谷遥子 1953年高等学校卒
収書目録
資料室日誌
林貞子関係書簡（３）

45 2000.7 西洋通の国粋主義者 斎藤多喜夫 横浜開港資料館調査研究員

フェリス女学院校舎に関する考察
関東大震災以前の校舎及び中学校高等
学校１号館校舎

松下由佳 1983年高等学校卒

改革派教会のルーツ（15）
アーリー　Ｒ.ブラウアー
中村茂訳

回想　フェリスの女性たち 母　土谷恵牟子のこと 土谷遥子 1953年高等学校卒
有田和子・その生と死 中山百合 1954年高等女学校卒
資料室日誌
林貞子関係書簡（４）

46 2001.1 山本秀煌（14） 明治学院神学部時代　２ 岡部一興 相洋高等学校教諭

改革派教会のルーツ（16）
アーリー　Ｒ.ブラウアー
中村茂訳

回想　フェリスをめぐる人々
私の思い出（１）ザンダー先生のインタ
ビューテープより

収書目録
資料室日誌
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47 2001.7 横浜お茶場学校の成立とその意味 明治前期の保育・託児事業の試み 内藤知美 鎌倉女子大学家政学部講師

改革派教会のルーツ（17）
アーリー　Ｒ.ブラウアー
中村茂訳

回想　フェリスの女性たち 妹　小谷和子の素顔とその思い出 山倉寿美子 1942年中等部卒、姉
得がたい朋友「小谷和子さん」 金子浩子

回想　フェリスの人々
私の思い出（2）ザンダー先生のインタ
ビューテープより

収書目録
資料室日誌
林貞子関係書簡（５）

48 2002.1 山手178番地の借入れ事情 高村直助 大学国際交流学部教授

改革派教会のルーツ（18）
アーリー　Ｒ.ブラウアー
中村茂訳

アメリカ改革派教会外国伝道局年次報告書におけ
るフェリスの記事（1）

解説・訳　鈴木美南子 大学国際交流学部教授

回想　フェリスの女性たち 大正写真館 新藤千代子

回想　フェリスの人々
私の思い出（3）ザンダー先生のインタ
ビューテープより

収書目録
資料室日誌
林貞子関係書簡（6）

49 2002.7 高橋五郎と若松賤子 『王様の新衣装』から『小公子』へ 尾崎るみ
白百合女子大学児童文化化学
科非常勤講師

改革派教会のルーツ（19）
アーリー　Ｒ.ブラウアー
中村茂訳

アメリカ改革派教会外国伝道局年次報告書におけ
るフェリスの記事（2）

鈴木美南子　監修 大学国際交流学部教授

回想　フェリスの女性たち 母　市川千恵のこと 明神恵子
フェリスとともに生きた母 米山和子
生い立ちの記 市川千恵

資料室日誌
林貞子関係書簡（7）

50 2003.2 多くの方々に支えられた学院 小塩　節 学院長
フェリス・セミナリーの女子高等教育の軌跡 鈴木美南子 大学国際交流学部教授

改革派教会のルーツ（20）
アーリー　Ｒ.ブラウアー
中村茂訳

アメリカ改革派教会外国伝道局年次報告書におけ
るフェリスの記事（3）

鈴木美南子　監修 大学国際交流学部教授

回想　フェリスの女性たち 姉の履歴書 奥津絵葉 1980年高等学校卒
資料室日誌
林貞子関係書簡（8）

51 2003.7 希望の根拠 伝統の継承 岡野昌雄 学院長

フェリス女学院草創期の秘話
創始者キダー女史と陰で支援した神奈川
権令大江卓

佐野誠吉
元神奈川県文化室長、相模原
郷土懇話会会員ほか

改革派教会のルーツ（21）
アーリー　Ｒ.ブラウアー
中村茂訳

アメリカ改革派教会外国伝道局年次報告書におけ
るフェリスの記事（4）

鈴木美南子　監修 大学国際交流学部教授

回想　フェリスの女性たち 母　土肥重子のこと 内藤瑞枝
フェリスの想い出 土肥重子

資料室日誌
林貞子関係書簡（9）

52 2004.2 アメリカ改革派教会の今 キスト岡崎さゆ里
アメリカ改革派教会宣教師・学
院理事

改革派教会のルーツ（22）
アーリー　Ｒ.ブラウアー
中村茂訳

アメリカ改革派教会外国伝道局年次報告書におけ
るフェリスの記事（5）

鈴木美南子　監修 大学国際交流学部教授

フェリスと私 アメリカ改革派教会の方々 BUTEYN,Elaine Tanis
McGOLDRICK,Aileen
Redeker
NORDEN,Eleanore
SOETER,Mary Keppeler

資料室日誌
林貞子関係書簡（10）

53 2004.7
未知なる世界＝フヱリス和英女学校に集まった少
女たち

若木千賀子
女性史研究グループ「史の会」
会員

改革派教会のルーツ（23）
アーリー　Ｒ.ブラウアー
中村茂訳

アメリカ改革派教会外国伝道局年次報告書におけ
るフェリスの記事（6）

鈴木美南子　監修 大学国際交流学部教授

回想　フェリスの女性たち 追憶の川喜多かしこさん 土谷遥子
カリフォルニア大学バークレー校
客員研究員

資料室日誌
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54 2005.2 山本秀煌（15） 『フヱリス和英女学校六十年史』出版の頃 岡部一興 キリスト教史学会員

改革派教会のルーツ（24）
アーリー　Ｒ.ブラウアー
中村茂訳

アメリカ改革派教会外国伝道局年次報告書におけ
るフェリスの記事（7）

鈴木美南子　監修 大学国際交流学部教授

回想　フェリスの女性たち 母､寺田一味とフェリス 寺田円夏 1983年高等学校卒
資料室日誌
林貞子関係書簡（11）

55 2005.7 占領下横浜の点景―ザンダー先生の手紙から 高村直助
大学名誉教授、横浜歴史博物
館館長

改革派教会のルーツ（25）
アーリー　Ｒ.ブラウアー
中村茂訳

アメリカ改革派教会外国伝道局年次報告書におけ
るフェリスの記事（8）

鈴木美南子　監修 大学国際交流学部教授

フェリスと私　THREE MOST SIGNIFICANT 有意義な日々(フェリスで過ごした3年間） Eunice N.Sato
資料室日誌

56 2006.2 「喜の音」のこと ミラー夫人と三浦徹による雑誌 佐藤哲寿 日本基督教団三島教会会員

改革派教会のルーツ（26）
アーリー　Ｒ.ブラウアー
中村茂訳

アメリカ改革派教会外国伝道局年次報告書におけ
るフェリスの記事（9）

鈴木美南子　監修 大学国際交流学部教授

回想　フェリスの女性たち 母　高谷松江 田中敏之
遺稿　ベロオリゾンテ　－　私のついのす 高谷松江

資料室日誌
57 2006.7 山本秀煌（16） 高輪教会とともに 岡部一興 明治学院大学講師

アメリカ改革派教会外国伝道局年次報告書におけ
るフェリスの記事（10）

鈴木美南子　監修 大学国際交流学部教授

回想　フェリスの女性たち ひたむきに生きた人　長野洋子 飛田妙子 1953年高等学校卒業
資料室日誌

58 2007.3 横浜の海軍部隊とフェリス 大西比呂志 大学国際交流学部助教授

改革派教会のルーツ（2７） XXXI 少数派への伝道
アーリー　Ｒ.ブラウアー
中村茂訳

アメリカ改革派教会外国伝道局年次報告書におけ
るフェリスの記事（11）

鈴木美南子　監修

回想　戦時・戦後に生きて シュワブ・礼子 1951年高等学校卒
59 2007.10 『キダ―公式書簡集』に寄せて 岡野昌雄 学院長

『小公子』
日本において『小公子』はどのように読ま
れてきたか

加藤紫野
2006年度東京女子大学大学院
現代文化研究科修士課程修了

改革派教会のルーツ（28） XXXII　個人の宗教と公共政策
アーリー　Ｒ.ブラウアー
中村茂訳

アメリカ改革派教会外国伝道局年次報告書におけ
るフェリスの記事（12）

鈴木美南子　監修

回想　フェリスの女性たち 小嶋ミドリ姉を下田に訪ねて
柴田亜由美
中山敦子

1933年高等部英文科卒業

60 2008.3 メアリー・キダ―（１） キダーをめぐる人々 佐々木晃 横浜プロテスタント研究会員

改革派教会のルーツ（29） XXXIII　教会の成長
アーリー　Ｒ.ブラウアー
中村茂訳

ガーデングローブ・コミュニティ
教会

アメリカ改革派教会外国伝道局年次報告書におけ
るフェリスの記事（13）

鈴木美南子　監修

戦中、戦後のフェリス、音楽科の誕生 團伊玖磨先生との出会い 大島久子 1950年専門学校音楽科卒

61 2008.10
フェリス女学院10号館とアントニン・レーモンドの建
築

関　和明
関東学院大学教授、横浜市歴
史的資産調査会調査委員

マール一家と横浜 大西比呂志 大学国際交流学部教授
横浜に暮らして ウィリアム・F・マール

アメリカ改革派教会のルーツ（30） XXXIV　一つの世界伝道
アーリー　Ｒ.ブラウアー
中村茂訳

アメリカ改革派教会外国伝道局年次報告書におけ
るフェリスの記事（14）

鈴木美南子　監修

回想　フェリスの女性たち 姉　宮原（黒瀬）百合子のこと 筧（黒瀬）敦子 1958年高等学校卒
62 2009.6 明治横浜医療のパイオニア 六角謙吉 小玉順三 眼科医、歴史研究家

若松賤子研究の行方 尾崎るみ
白百合女子大学児童文化研究
センター研究員

アメリカ改革派教会のルーツ（31） XXXV　平和の誓約
アーリー　Ｒ.ブラウアー
中村茂訳

63 2010.6 「150年史」編纂に向けて 鈴木美南子 大学名誉教授

「普遍」と「国境」の狭間で ルーマン・J・シェーファーと松本亨 武市一成
法政大学国際文化研究科博士
後期

アメリカ改革派教会外国伝道局年次報告書におけ
るフェリスの記事（15）

鈴木美南子　監修

回想　フェリスの女性たち 母　間宮敏子の思い出をたどって 佐藤照子 1957年高等学校卒
間宮敏子さん逝く 秋山信義 大学事務部長
思い出の記 間宮敏子 1931年本科卒業
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64 2011.7 「キダ―想いと志」を受け継いで 大塩　武 学院長
キダ―の教へ給ひし歌： 『Children's Praise』（1867） 秋岡　陽 大学音楽学部教授
1930年～1946年のフェリス 国立公文書館資料から 鈴木美南子 大学名誉教授
アメリカ改革派教会外国伝道局年次報告書におけ
るフェリスの記事（16）

鈴木美南子　監修

戦中・戦後のフェリス、音楽科の誕生（２） 三宅洋一郎先生を想う 大島久子 1950年専門学校音楽科卒
回想　フェリスの女性たち 母、榎本（舟橋）秀子のこと 榎本義子 大学名誉教授

65 2012.6 米国改革派教会の日本伝道 宣教師の派遣実態 辻　直人 北陸学院大学准教授

アメリカ・オランダ改革派教会の人びとと横浜 安部純子
キリスト教史学会、横浜プロテス
タント史研究会

アメリカ改革派教会外国伝道局年次報告書におけ
るフェリスの記事（17）

鈴木美南子　監修

回想　フェリスの女性たち 祖母藤澤うめの生涯―50年ぶりの邂逅― 田村誠規
66 2013.6 フェリス女学院の150年史編纂の開始にあたって 大塩武 学院長

ジュリア・A・モルトン着任の背景 フェリス音楽教育に転機をもたらしたもの 秋岡陽 大学長
ジェニー・カイパーについての研究ノート 大西比呂志 大学国際交流学部教授
アメリカ改革派教会外国伝道局年次報告書におけ
るフェリスの記事（18）

鈴木美南子　監修

『近代女子教育新学制までの軌跡―学校要覧・認
可申請書』刊行に関わって

フェリス女学院150年史編纂資料集第2集 井上惠美子 大学文学部教授

都留仙次校長とその周縁 太田愛人
日本キリスト教団元上星川教会
牧師

150年史資料収集報告

67 2014.6 細川雅と明治期のフェリス
高知市立自由民権記念館所蔵「細川家資
料」より

大西比呂志 大学国際交流学部教授

服飾から読み取る近代フェリス女学生像 袴、セーラー服、体操服を事例として 青木淳子 大東文化大学特任教授
アメリカ改革派教会外国伝道局年次報告書におけ
るフェリスの記事（19）

鈴木美南子　監修

回想　フェリスの女性たち 父への手紙―アメリカで学ぶ娘から― 久野明子 日米協会副会長
祖母　布施豊世について 布施協三郎

68 2015.6 史料編纂に寄せる想い 鈴木佳秀 学院長
若松賤子と婦人矯風会活動 尾崎るみ 大学文学部非常勤講師
中等教員免許状制度と教職に就いた戦前期フェリ
ス卒業生の動向

井上惠美子 大学文学部教授

ジェニー・カイパーとジニー・ブース関係資料 大西比呂志 大学国際交流学部教授
RCA婦人外国伝道局年報の中のフェリス報告（１） 鈴木美南子 大学名誉教授

69 2016.6 フェリス女学院とトニック・ソル＝ファ・システム 秋岡陽 大学長

フヱリス和英女学校から描かれた大正期の横浜港
横浜開港記念会館（旧開港記念横浜会
館）の装飾壁画

手塚惠美子 日本女子大学学術研究員

フェリスで演奏された「カンタータ」
RCA伝道局および婦人外国伝道局への報
告書による

椿紅子 大学音楽学部講師

『加藤豊世・布施淡往復書簡』にみる星良（相馬黒 江刺昭子 女性史研究家
RCA婦人外国伝道局年報の中のフェリス報告（2） 鈴木美南子 大学名誉教授

キダ-の足跡を訪ねて ～新発田市・新潟市調査報告
大西比呂志・井上惠美
子

大学国際交流学部教授・大学文
学部教授

70 2017.6 新潟開港と水野千波 杉山節子 歴史都市新潟研究会・代表
最初の女性代議士となったフェリスＯＧたち 榊原千代と松尾トシ子の足跡 岩尾光代 歴史ジャーナリスト

明治期唱歌の楽譜印刷
神奈川県立図書館の唱歌コレクションを端
緒に

椿紅子

RCA婦人外国伝道局年報の中のフェリス報告（3） 鈴木美南子 大学名誉教授
HISTORICAL SKETCH OF THE FERRIS Rev.E.S.Booth
フェリスセミナリーの歴史概略

71 2018.6 明治初期の新潟在留外国人と新政府の”密偵” 杉山節子 歴史都市新潟研究会・代表
社会学者木村雪子の軌跡 YWCAからハワイの日系人研究へ 堤　稔子 桜美林大学名誉教授
RCA婦人外国伝道局年報の中のフェリス報告（4） 鈴木美南子 大学名誉教授
OPENING OF VAN SCHAICK HALL AND 14TH
ANNIVERSARY OF FERRIS SEMINARY
ヴァン・スカイック・ホールの開館とフェリス・セミナ
リー14周年記念式典

72 2019.6 メアリー・E・キダーとマーガレット・C・グリフィス ふたりのアメリカ人女性教師の交流 藏原三雪 元横浜創英大学教授
日本映画にみる港町ヨコハマ 「異国」境界をただよう 平野正裕 横浜市史資料室主任調査研究
日本初プロテスタント受洗者・矢野隆山 中島一仁 横浜プロテスタント史研究会会
RCA婦人外国伝道局年報の中のフェリス報告（5） 鈴木美南子 大学名誉教授

73 2021.2 創立150周年を迎えて 過去から未来へ 鈴木佳秀 学院長
新しい日本の女子教育の始まり フェリス・セミナリーを中心に 羽澄直子 名古屋女子大学文学部教授

メアリー・キダーと新潟・新発田
キリスト教的リベラルアーツ教育の源流とそ
の展開

山田耕太
敬和学園大学長・新潟居留地研
究会会長

「フェリスの赤い風車」再現の試み 松尾剛史 松尾設計代表
Memories of My Life in Japan 1953-1991 Eleanore L. Norden
RCA婦人外国伝道局年報の中のフェリス報告（6） 鈴木美南子 大学名誉教授
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74 2022.3 戦時下のキリスト教主義学校に対する天皇崇拝の フェリス女学院歴史資料館の資料が語る 小野雅章 日本大学文理学部教授
RCA婦人外国伝道局年報の中のフェリス報告（7） 鈴木美南子 大学名誉教授
回想　私が歩んだ道 金子のぶ 1953年短期大学英文科卒業
ワークショップ「ラトガース大学出身の在日宣教師
たち」開催
Workshop2021 ラトガース大学出身の在日宣教師
たち

ラトガース大学アジア言語文化学科プロ
ジェクト"Rutgers Meets Japan"

若林晴子
ラトガース大学アジア言語文化
学科准教授

ハリエット・ワイコフ・ヘール宣教師調査報告 中島耕二 歴史資料館研究員

書簡にみる中島（岸田）俊子
大木基子氏・西川祐子氏の調査による史
料

田中智子
京都大学大学院教育学研究科
准教授

75 2023.1 アメリカ・オランダ改革派と木村熊二 小檜山ルイ 東京女子大学現代教養学部教授
S. R. ブラウン夫妻とM. E. キダーとが新潟で暮ら
した場所と家

小林敏志
新潟郷土史研究会会員、新潟
大学名誉教授

フェリスの発展期を支えたアンナ・D. タムソン・モー
ル宣教師

中島耕二 歴史資料館研究員

RCA婦人外国伝道局年報の中のフェリス報告（7） 鈴木美南子 大学名誉教授
「日本天文遺産」金星の太陽面通過観測の地とし
ての継承

メキシコ隊による本学院校地内での同上観
測から現在まで（前編）

冠木克英 中学校・高等学校理科教諭


