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新島八重の生涯

「新島八重の生涯 ― 進取と矜持 ―」
開催にあたって

― 進取と矜持 ―

The Life History of Yae Neesima

2010年は、新島八重生誕165周年にあたります。八重は1845
（弘化2）年11月3日、会津藩（現在の福島県会津若松市）で生まれ
ました。1932（昭和7）年6月14日に永眠するまでの八重の生涯は、
様々なキーワードをもとにして読み解かれてきました。会津戦争、女
丈夫、新島襄の妻、クリスチャン、篤志看護婦、茶道などがその最たる
ものでしょう。
さらに、近年テレビ番組等で八重が取り上げられる機会がいくつか
ありました。そうした番組ではとりわけ八重の進取性がクローズアッ
プされ、同世代の女性とは異質な、先進的な存在であったことが浮き
彫りにされています。確かに、会津戦争の時には鉄砲を扱い、また
新島と結婚してからは洋服を着るなど、彼女は当時の一般的な女性
と比べると特異な存在であったと言えるでしょう。
八重の進取性は注目に値するものです。しかし、同時に八重の行
動は常に何らかの彼女なりの理由に基づくものであったことがうか
がわれます。その理由は、彼女の生涯の場面ごとに異なりますが、彼

山本覚馬 新島八重 生誕の地 碑
（会津若松市 米代二丁目）

女の諸活動の様相から見出せるのではないでしょうか。
今回は、八重の生涯のうち、会津戦争時代、同志社時代、篤志看護
婦時代に着目します。展示を通じて彼女の進取性とそこに見出され
る彼女の矜持を感じ取っていただけると幸いです。
同志社社史資料センター
2009年10月
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会津戦争と山本八重
―「立派な最期を遂げたい一心でございました」―
山本八重は、1845（弘化2）年11月3日、代々会津藩の砲

攻め入りました。そして1ヶ月に及ぶ籠城戦が始まりました。

術師範を務める山本家で父・権八と母・佐久の長女として生を

籠城戦は熾烈を極めたものでした。場内に逃げ切られること

受けました。八重は幼少のころから石投げなどの男児の真似事

ができなかった人々は、会津藩家老の西郷頼母一家の自決に

が好きで、13歳の時には四斗俵（約72kg）を肩の上まで4回

代表されるように、敵の手に落ちることを恥じて自害しました。

は上げ下げできたと後に語っています（平石辨蔵『会津戊辰戦

また女性でも娘子軍のように薙刀を手に最新兵器を備えた西

争増補白虎隊娘子軍高齢者之健闘』丸八商店1976年 p.485）。

軍に立ち向かい憤死した人々も多数いました。場外は遺体が

八重は、藩校日新館教授を勤め、藩の砲術師範でもあった兄・

散乱する惨憺たる光景であったと言われています。一方、籠城

覚馬から砲術に関するノウハウをひととおり学びました。ちな

した人々も近くの小田山が占領されると西軍のアームストロン

みに、隣家の15歳の少年にも砲術を教えていたと回顧してい

グ砲の一斉射撃を受け、1日1000発とも2000発ともいわれ

ます。この少年こそが飯盛山で自刃した白虎隊19士の一人伊

る砲弾を浴び続け、
また西軍の総攻撃を受け続けるなど死者、

東悌次郎です。こうした八重の回顧録からうかがわれるように、

負傷者を増やしていきました。籠城した女性らはそうした負傷

彼女の生来の性格に加え、砲術研究の一家に育ったことが、後

兵を介抱しました。負傷兵の看護に合わせて、
握り飯を作ること、

に起こる戦争で、八重を女丈夫と称させる要因となります。

弾丸を作ることが女性らの主な仕事でした。仕事自体は戦闘の

八重の幼年期から青年期の世の情勢は、幕府側に不利に働
きました。内憂外患と例えられる幕末の状況下で、幕府内で重

補佐でしたが、彼女らも会津藩に忠誠を誓い、常に立派に死ぬ
会津戦争直後の鶴ヶ城（国立公文書館所蔵）

ことを考えていました。

要な地位を占める会津藩は1868（慶

八重は決死の覚悟で入城しました。籠城戦が始まる時には、

應4）年1月3日の鳥羽伏見の戦い

既に弟の三郎を鳥羽・伏見の戦いで、また籠城戦の最中に父・

に始まる戊辰戦争で錦の御旗を

権八を一ノ堰の戦いで失っていました。こうしたことが籠城戦

掲げた西軍に対して朝敵となり、

への決死の覚悟に繋がったと、後に八重は語っています。八重

窮地に追い込まれていきます。

は籠城戦に入ると、西軍への奇襲作戦に参加し、
また鉄砲を持

同年3月13日には江戸城が

って敵に応戦するなど、女丈夫と称されるだけの働きをします。

無血開城して実質的に江戸

しかし、同時に籠城した他の女性と同じように負傷兵を看護し、

幕府が崩壊し、会津藩はま

炊きたてのご飯で手をやけどしながらも握り飯を作り、また鉄

すます孤立の度を深め

砲の弾丸を作るなどして、戦争のサポート役も担いました。そ

ていきます。一 方で

現在の鶴ヶ城（2009年撮影）

復元された会津藩藩校日新館（2009年撮影）

して、常に世に恥じない死を模索していました。

同年4月には東北、

9月22日、ついに鶴ヶ城が落城し、会津藩は降伏しました。

北越諸藩が奥

長さ3尺幅2尺程度の降伏の旗が女性らによって小布を縫い合

羽越列藩同

わせて作られましたが、涙に咽んでまったく針が進まなかった

盟 を 結 成し

ことを彼女らから八重は聞いています。八重も鶴ヶ城三の丸の

ます。しかし、

雑物庫の白壁にかんざしで涙ながらに和歌を刻み込みました。

官軍となった西軍を相手

よく知られる「明日の夜は何国の誰かながむらん

に勇敢に戦う藩は少なく、

に残す月かげ」です。

相次いで敗れる中、同年
8月23日官軍が会津藩

籠城のために入城する八重（会津武家屋敷所蔵）

会津戦争記聞（福島県立博物館所蔵）
城に攻め込む西軍に対し籠城戦に備える会津軍。

なれし御城

八重は確かに女丈夫ですが、同時に他の会津藩の女性と同じ
状況下で信念を共有した会津藩の女性のひとりでした。

の 重 要 拠 点 戸ノ口 原 の
戦いで勝利し、会津鶴ヶ
城 の 城 下 町まで一 気に

会津軍記（福島県立博物館所蔵）

戊辰戦争図（福島県立博物館所蔵）
小田山から鶴ヶ城に向けてアームストロング砲で攻撃する西軍。

降伏調印式の様子。

─4─

─5─

第36回 Neesima Room 企画展

新島八重の生涯 ― 進取と矜持 ―

T h e

L i f e

H i s t o r y

o f

Y a e

N e e s i m a

同志社時代の新島八重
―「 襄のライフは私のライフでありそれは又同志社のライフであると思ふ」※ ―
会津戦争から3年経った1871（明治4）年、京都府の顧問格

の生徒たちは八重によく面倒を見てもらったことを回想してい

にあった兄の山本覚馬を頼り、八重は母の佐久、姪の峰と共に、

ます。しかし同時に、八重に対して芳しくない評判も聞かれまし

会津を去って京都へとやってきました。ここで兄の影響で八重

た。代表的なものは、蘇峰が同志社在学中に演説会の場で公

は英語を学んでいます。また、
1872（明治5）年から1875（明

然と八重批判を繰り広げたことでしょう。その批判は、八重が

治8）年まで、権舎長并機織教導試補として女紅場（後の京都

和服に時計や指輪をはめて、靴を履き、帽子をかぶるという当

府立第一高等女学校、現在の京都府立鴨沂高等学校）に勤めま

時としては突飛な格好をしていたことや、生徒の前で夫を呼び

した。

捨てにしたり、頭を撫でたりするといった行為に対するもの

八重の回想によると、同志社英学校の創立者新島襄と相知

でした。また、八重はデイヴィス宅で始まった女学校で共に教

るようになったのは1875（明治8）年頃で、その年の10月に

壇に立った 女 性 宣 教 師 の A . J . スタークウェザー（Alice

二人は婚約をしています。後に徳富蘇峰は、二人のことを襄が

Jannette Starkweather）ともお互いの考え方に齟齬をき

厳格・慎重であるのに対して八重は快活・豪縦であると評して

たし、反りが合わなかったようです。

います。1876（明治9）年1月2日、八重は京都御苑内のJ. D.

襄は、伝道や寄付金集めに奔走するあまり、家を留守にする

デイヴィス（Jerome Dean Davis）邸内において、
デイヴィス

ことが徐々に多くなりましたが、旅先から留守宅を守る八重に

から京都で初めての洗礼を受け、翌日に襄との結婚式を挙げま

宛ててよく手紙を送っていました。
『新島襄全集』第三巻・第四

した。式も京都で初めてキリスト教式で行われ、30人から40

巻には、襄から八重への手紙が40通採録されています。八重

人が列席した質素な式であったと言われています。この時をも

からも襄に宛てて度々手紙が送られていました。

って八重は「新島八重」となったのです。

結婚して間もない頃の新島夫妻

襄と八重がやりとりした手紙の数々

1876（明治9）
年頃

襄の手紙には、八重の体調を気遣うなど、妻への愛情が込められている。

1890（明治23）年1月、八重は大磯で襄を看取った後も、

二人は、
1878（明治11）

襄と暮らした自宅で42年間独居しました。そして同志社とは

年に御所の東側に建てた新

異なる場での八重個人の活動を展開します。同志社との関わ

居（現在の新島旧邸）を中

りは、時々の行事に顔を出すくらいでしたが、生徒との関わりは

心に結婚生活を送ります。

相変わらず持ち続け、
「新島のおばあちゃん」と呼んで慕う生

八重は、折にふれて同志社

徒もいました。例えば、同志社女学校を卒業した土倉政子は、

ヨハネ

の生徒たちを家に招いて西

アメリカに留学中、八重に向けて、故郷と八重を懐かしみ、長文

八重旧蔵『新約聖書約翰傳』
1878（明治11）年版

洋料理をごちそうしたり、生

の手紙に思いの丈を書き綴っています。蘇峰も襄の遺した資

表紙には新島八重の署名、本文中には襄による
朱書きの注釈がある。

活に必要な物を援助したり、

料整理を手伝うなどして八重を気遣っています。八重の墓銘は、

正月にはカルタ大会を一緒

遺言通りに蘇峰が揮毫しました。八重は生徒から、時に姉や母

に楽しみました。当時

や祖母のように、家族的な親しみを持たれていたのでしょう。
襄のような「先生」とは異なる八重の役割がうかがえます。
八重は、生徒を丁重に取り扱うべきという新島の考えを理
解し、
「最愛親愛ノ夫」であり「我最愛ノ友」である襄と支え合
いながら、自らの役割を担っていたと言えるのではないでしょ
うか。
※『同志社時報』第２２８号、
１９２５年３月１日発行。

ワッフルベーカー

同志社中学生徒と自宅前にて（昭和初期）

甘いもの好きであった襄や自宅を訪れる
生徒のために使ったと考えられる。
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襄の永眠後も、生徒が自宅を訪れる機会が度々あった。八重の右側に座る
人物が堀貞一。堀が同志社で伝道した結果、
３３８名の受洗者があったと聞
いて、八重は堀に喜びと感謝を伝えた。
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篤志看護婦としての新島八重
―「実ニ厚情又タ言ヒ難キ情ハ神ト妾ト知ル計リナリ」―
1890（明治23）年1月23日、夫・襄は志半ばにして永眠し

的よく知られていることは、日清戦争、日露戦争時に篤志看護

ました。長年病気と闘ってきた襄は自分の危篤を聞いて駆けつ

婦として従軍したことでしょう。実際、
日清戦争時には広島陸軍

けた八重に、すでに身近に起こる不幸を察していたのか、
これ

予備病院で4ヶ月間、日露戦争時には大阪予備病院で2ヶ月間

まで昼夜を問わず看病を続け、常に寄り添い支えてくれたこと

傷病兵の看護にあたりました。こうした八重の功績に対して

に対して礼を述べました。八重はその時襄より「実ニ愛情厚キ

1895（明治28）年従軍記章、1896（明治29）年勲七等宝冠

事妾死スマデ、又タ後世マデモ忘レ難シ。信仰ニ富ミ、憐憫ニ

章、そして1906（明治39）年勲六等宝冠章が授与されていま

富ミ、堪忍ビ、人ヲ容スノ力スベテ妾ノ学ベキコト計ナリ。実ニ

す。これらは、八重の社会奉仕活動への貢献度を推し量る一つ

厚情又タ言ヒ難キ情ハ神ト妾ト知ル計リナリ。」
（新島八重「亡

の資料となっています。

愛夫襄発病ノ覚」
『同志社談叢』第10号 同志社社史資料室

もうひとつ、八重が篤志看護婦として活動することに別の意

1990年）と言われたことを後に回想しています。夫婦の関係

味がありました。八重は篤志看護婦であると同時に篤志看護婦

を端的にあらわした表現といえるでしょう。また、人としての八

人会の１人でもありました。そもそも篤志看護婦人会とは、

重を襄がどのように受け止めていたかをも表していると言える

1887（明治20）年に有栖川宮妃殿下の令旨で佐野常民らが

のではないでしょうか。

中心となり、皇族や華族の夫人らが参加して組織されました。

夫の永眠後、八重はすぐさま次の活動の場を見出しました。

赤十字社章

従軍記章

勲記（勲七等宝冠章）1896（明治29）年

この会の目的は「此ノ會員ヲ 成シ又時トシテハ普通看護婦ト

1890（明治23）年には日本赤十字社正社員となり、今度は社

混用シテ以テ一般看護婦ノ位置ヲ高メヤウトセシモノナリキ」
（『日

会奉仕事業に献身することになります。赤十字との関係で比較

本赤十字沿革史』博愛社1906年p.557）というものでした。

日清戦争時の傷病兵治療の様子 1895（明治28）年

すなわち、重要な働きをする女性看護婦を、ややもすれば傷病

勲記（勲六等宝冠章）1906（明治39）年

人の小使と見なしたり、男性の看護人よりも蔑まれる風潮を危
惧して、婦人会に属する上流階級の夫人が、一般の看護婦とと
もに看護活動にあたることで、そうした負の風潮を改善するこ
とが婦人会会員の存在意義でした。八重はこの婦人会の京都
支部に属しており、彼女の活動が看護婦の地位改善につながる
ものであったことは容易に想像できるのではないでしょうか。
一方で、八重が看護婦としての専門性をどのように身につけ

日露戦争時の傷病兵治療の様子 1905（明治38）年

勲章（勲六等宝冠章）

たのかは判然としません。しかし、最初に触れたように、八重は
襄が病床にあるとき、献身的な看護を行いました。新島から「八
重サン吾ハ未ダ死ナヌヨ安心シテ寝ヨ、余リ心配ヲナシテ能ク
寝ナイト吾ヨリ先ニ汝ガ死スカモ知レズ、左様ナレバ吾ガ大困リ
ダカラ安眠セヨ」と言われたこともありました。それより前には、
会津戦争の時、籠城した女性たちとともに傷病兵の看護にあた
っています。八重の人生には会津戦争の時から看護という活動
が関係していました。
八重にとって看護とは生涯を通じてかかわった活動ですが、
それは常に自発的なものであり、その時々で自分の為すべきこ
と、もしくは自分でできることを彼女自身が認識していたこと
をうかがわせるものとも言えるのではないでしょうか。
日本赤十字社篤志看護婦人会会議の様子
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八重と赤十字の看護婦 1906（明治39）年
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新島八重年譜
年（ 和暦 ）

1845（弘化2）

月 日

11月3日

事

項

会津藩（現在の福島県会津若松市）
で父・山本権八、母・佐久の間に生まれる。

年（ 和 暦 ）

1881（明治14）

男の子の遊びをまねることが好きな快活な子ども時代を送る。また兄・覚馬から砲術指南を受けた。
自らも近所の子どもに砲術を教えたという。その子どもが白虎隊隊員となる伊東悌次郎。
1865（慶應元）
1868（慶應4）

1月3日

鳥羽・伏見の戦い。この時、会津藩主松平容保に同行していた覚馬は薩長連合軍に捕えられ、弟・
三郎はこの戦いでの傷がもとで江戸にて亡くなる。

4月6日

奥羽越列藩同盟成立。6月16日に同盟が新政権を樹立。
しかし、
この後、多くの藩が西軍に敗北し、
同盟は劣勢を強いられる。

8月23日

会津藩防衛上の重要拠点である戸ノ口原にて同盟軍が敗北し、一気呵成に西軍が城下になだれ込
む。これより1ヶ月間鶴ヶ城での籠城戦が始まる。この時八重は戦死した三郎の服を着て、銃を片手に
入城する。

9月17日

城外の一ノ堰の戦いで父・権八が戦死する。

9月22日

会津藩が降伏。鶴ヶ城開城。八重は降伏の際に鶴ヶ城三の丸の壁にかんざしで涙ながらに和歌「明
日の夜は何国の誰かながむらん なれし御城に残す月かげ」を刻んだ。
このころ覚馬は薩摩藩主に提出した「管見」が認められ、京都府の顧問に就任。

1871（明治4）

母・佐久、姪・峰と共に覚馬を頼って上京。

1872（明治5）

女紅場（現在の京都府立鴨沂高等学校）の権舎長并機織教導試補となる。
（1875年11月まで）

1876（明治9）

項

3日の今治教会（愛媛県）の開堂式出席のため、夫妻で今治へ向かう。19日に帰宅する。

8月22日

7月29日から入院中の山崎為徳（同志社英学校教員）
を自宅に引き取る。

9月17日

神戸へ行く。19日、山崎の看病のために古木（虎三郎か）の母親と共に帰宅。
しかし山崎は看病の甲
斐なく11月9日に永眠。翌日葬儀。

11月15日

山崎の母親帰郷につき、七条停車場まで見送る。

7月11日

3日から徒歩で中山道旅行へ出ていた襄、徳富猪一郎、湯浅吉郎、奥亀太郎、保坂七之介、伊勢時
雄を安中で迎える。

7月18日

夫妻と伊勢時雄夫妻で会津若松へ向かう。20日、
日光に到着する。

7月21日

襄は八重を駕籠に乗せ、早朝から裏見が滝、相生ノ滝、
ミゾレが滝を見て、清滝村経由で馬返に行き
昼食をとる。その後華厳の滝、中禅寺を巡り午後7時すぎに日光の宿に帰る。翌日、再び会津若松へ
向けて出発。

7月26日

白河から山越え一日半の行程を馬に揺られ、戊辰戦争の古戦場を通り、27日会津若松に到着。8月1
日から20日まで、襄と伊勢時雄は山形県まで足を伸ばしたが、八重と峰はとどまった。

9月25日

第二教会で、森田久萬人・重松もと、市原盛宏・江場かねの結婚式。式後、新島宅で茶菓をもてなす。

11月7日

襄の代理人として、公債証書の利子を受け取りに行く。

11月22日

デイヴィス一家を出迎えるため、夫妻で神戸へ向かう。23日、新島夫妻はデイヴィス一家を船まで出迎
える。25日、両家とも京都へ戻り、七条駅で、生徒らの出迎えを受ける。

4月4日

襄の欧米旅行に際し、田中源太郎、高木文平、浜岡光哲らが中村楼で送別会を開催。夫妻と覚馬で
出席する。このあと八重と公義が襄の荷作りを手伝う。

4月5日

神戸へ向かうために夫妻で自宅を出る。七条駅から大阪を経て、神戸に着く。神戸ではD.W.C.ジェン
クス宅に泊まる。

4月6日

英国汽船キヴァ号に乗船するまで襄をジェンクス、アッキンソン、湯浅治郎、山路一三、中村栄助、
原田助、甲賀ふじらと見送る。

10月15日

八重、新島襄と婚約する。

11月29日

同志社英学校開校。

1月2日

J.D.デイヴィスから洗礼を受ける
（京都初）。

1月3日

襄と京都で最初の日本人クリスチャンの結婚式が行われる。襄32歳、八重30歳。

4月26日

この日安中より襄の両親、弁治、
とみ、姉・みよ、義甥・公義が京都に到着。以降生活を共にする。

9月7日

テイラー夫人の依頼で、嵯峨へ同行。翌日帰宅。

1885（明治18）

12月17日

帰国した襄を中村栄助らと神戸港で出迎える。

12月3日

京都第二公会が新島宅で設立され、同時に会員となる。

1886（明治19）

8月9日

夫妻で海水浴のため襄と兵庫県東垂水村にて滞在。

同志社分校女紅場（のちの同志社女学校）開校時に礼法の教員となる。母・佐久は同校の舎監となる。

1887（明治20）

4月2日

京都婦人慈善会発会式が京都倶楽部で開かれ、夫妻で出席。

6月11日

仙台の東華学校開校式ならびに北海道での避暑に向かうべく、夫妻で京都を発ち、神戸から近江丸
で横浜に向かう。翌日横浜に到着する。

6月13日

旧藩主会津公を訪ねるために襄とは別に先発して始発汽車で東京へ向かうが、時間的制約から果た
せず。正午過ぎに、上野駅で後発の襄と合流し、仙台へ向かう。

6月14日

福島で一泊する。翌日仙台到着。

6月17日

東華学校の開校式に夫妻で出席する。

6月19日

夫妻で富田鉄之助、遠藤敬止、佐藤三ノ助、佐藤常三郎と松島を見物する。

6月26日

東華学校委員・教員に招かれて 翠館での晩餐会に夫妻で出席。

6月30日

東華学校の人々に見送られて仙台を出発。

7月3日

午前6時前、函館に到着。かつて襄が密出国した波止場を夫妻で訪ね、往時を追懐する。

1877（明治10）

1884（明治17）

7月6日

夫妻で和歌浦（現在の和歌山県）
で休暇を過ごす。23日に帰宅。

8月20日

夫妻で葛野郡梅ヶ畑栂野寺（現在の京都府京都市右京区）にて１週間程度避暑。

1月2日

梅花女学校での親睦会に夫妻、佐久、
みね、伊勢みや出席。

5月1日

上京区第二十二区松蔭町十八番地（寺町通丸太町上ル）
で家屋二棟の建築に着手する。

5月12日

夫妻大津へ伝道。

8月5日

人力車で比叡山へ。襄は一泊して翌朝に帰宅し、八重は12日まで滞在。

9月7日

新居（現在の新島旧邸）が完成し、新烏丸頭町の借家から転居。

11月9日

午前6時頃、夫妻で大阪へ向かう。

11月21日

神戸教会の献堂式に夫妻で出席。

12月2日

大阪のミス・グールディ
（Mary E.Gouldy）
と岸和田へ行き、昼夜二回にわたり説教をする。聴衆約700名。

12月6日

第二公会にて親睦会に出席。八重は岸和田伝道について話す。

1879（明治12）

4月

第二公会の執事となる。

1880（明治13）

10月11日

13日の岡山教会設立式に出席のため、夫妻で神戸から船に乗り岡山へ向かう。

1881（明治14）

1月10日

病気療養のため帰国するJ.D.デイヴィス一家の見送りに、夫妻で神戸へ行く。翌日帰宅。

3月19日

夫妻、民治、
みよ、公義らと円山の堀内写真店へ撮影に行く。平野屋で昼食をとり、円山温泉から洛
中の景色を一望し、知恩院、祇園町を見物して帰宅。

1878（明治11）

1882（明治15）

事

7月1日

川崎尚之助と結婚。のち戊辰戦争の最中に離縁。

1869（明治2）

1875（明治8）

月 日

4月1日

写真の出来が悪く、襄の両親と円山へ撮り直しに行く。

6月11日

道頓堀で開かれた大阪大説教会へ夫妻で出席。

6月28日

亀岡で開かれた耶蘇教大説教会に夫妻で出席。翌日帰宅。
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函館には4日間滞在。その間、ポーター商会の主人A.P.ポーターにも会う。
7月6日

午前、田子ノ浦丸に乗り函館を出航、小樽へ向かう。

7月7日

小樽に入港後、汽車で札幌に向かう。札幌では福士成豊が持ち家一軒を新島夫妻に提供する。

7月14日

同郷人の内藤兼備夫人ユキを訪問。

7月28日

夫妻と大島正健で市来知の講義所と空知集治監を訪ねる。

9月17日

暴風雨の通過後、田子ノ浦丸で函館に到着。

9月20日

高砂丸に乗船し、函館を離れる。萩の浜に到着後、仙台行きをあきらめて直ちに横浜へ船で向かう。
23日に湯浅治郎宅に到着し、
しばらく滞在する。

10月1日

神戸到着。夜11時に帰宅する。
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年（ 和暦 ）

1888（明治21）

1889（明治22）

1890（明治23）

1891（明治24）

月 日

事

項

1月1日

襄は新年の挨拶のため自宅から同志社へ向かったが、道中、学内と２度重篤な状態に陥ったので
八重が乗ってきた人力車で帰宅する。八重も他の人が乗ってきた人力車で帰宅する。

6月8日

5日神戸を出帆し、襄が療養する鎌倉の海浜院に到着。襄の病状を見て断腸の思いをする。滞在中、
毎朝夕、夫妻そろって散歩をした。

6月11日

梅雨の中、夫妻で鎌倉から東京に行く。

6月15日

津田仙の六女・清子の葬儀に参列する。

6月22日

富田鉄之助が夫妻を昼食に招待する。

6月27日

夫妻で泉岳寺へ行き、赤穂浪士の墓に詣で、実相寺にも立ち寄る。

7月2日

ひそかに難波医師に呼ばれ、襄の病状を聞く。
「心臓病ハ全治ヲ期スベカラス」と聞き、大いに落胆する。

8月13日

京都を発ち、伊香保へ向かう。16日に松尾音治郎、松本勘十郎らの案内で伊香保に到着。

9月15日

伊香保を出発する。襄は山駕篭、八重は人力車で下山。この日より前橋で二泊する。

9月16日

午前より安中に向かう。17日には公義の実家国衙へ行く。10月25日に帰宅したと思われる。

12月12日

夫婦で財部羌の馬車で七条駅へ行き、大阪を経由し汽車で神戸へ向かう。神戸ではダッドレー、ハウ
両女史の家に泊まる。

12月14日

神戸英和女学校裏手の諏訪山和楽園の借家に移る。

3月10日

八重のみ神戸より一時帰宅。

3月30日

夫妻で神戸より帰宅。

7月18日

夜、腸胃カタルにかかるが、20日に回復する。

8月3日

襄の休養のため、夫妻で播州垂水の松方万亀方に行く。19日まで滞在する。

1月14日

襄の誕生日につき、横田安止、浜田正稲、波多野培根、古賀鶴次郎を自宅へ招待する。

1月19日

襄に付き添う永岡喜八が、
ひそかに八重に襄の病状悪化を電報で知らせてくる。八重は翌日20日、
夜11時頃に大磯へ到着。

1月21日

徳富猪一郎、小崎弘道と襄の遺言を聞く。

1月23日

午後2時20分頃、襄永眠。泣く八重に「グッドバイ、
また会わん。」と言い残す。

1月24日

午前10時過ぎに金森通倫、中村栄助らと京都へ帰着。この1時間半後、襄の遺体が七条駅に到着。

1月25日

襄の死亡届、埋葬許可願いを上京区長に提出。

1月26日

新島邸にて柩が開かれ、全校生徒と教職員が襄に別れを告げる。

1月27日

午前11時半、新島邸で出棺式。午後1時から同志社礼拝堂前にて告別式が行われる。

3月23日

葬儀後の疲労のためか、体調を崩す。

4月26日

日本赤十字社正社員となる。

12月1日

襄が1889年8月に吉野郡での災害に対し2円50銭寄付。これに対して八重が奈良県知事より感謝
状を受け取る。

12月23日

同志社ハリス理化学校に北海道の植物標本23点を寄付し感謝状を受け取る。

1892（明治25）

5月18日

京都府高等女学校増築費3円を寄付し感謝状を受け取る。

1895（明治28）

6月10日

日本赤十字社終身社員となる。

11月18日

日清戦争の従軍記章を受け取る。

6月

日本赤十字社員下賜勅語ならびに令旨を賜る。

6月1日

日本赤十字社特別社員となる。日清戦争での功労と慰労に対して日本赤十字社より金製指輪1個と
感謝状を受け取る。

12月25日

勲七等宝冠章と金70円を受け取る。

2月9日

日清戦争で篤志看護婦として従軍したことに対し日本赤十字社より懐中鉛筆1個を受け取る。

6月8日

日本赤十字社篤志看護婦人会京都支会幹事となる。

1896（明治29）

1897（明治30）
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年（ 和 暦 ）

1898（明治31）

1901（明治34）

1903（明治36）

月 日

項

4月

京都婦人慈善会幹事となる。

8月

京都府立春日尋常小学校教場改築費に1円寄付し、同校より感謝状を受け取る。

10月10日

京都婦人慈善会理事となる。

5月10日

東京市養育院感化部基金への寄付5円に対して東京府知事から感謝状を受け取る。

6月11日

愛国婦人会京都支部創立委員となる。

9月2日

愛国婦人会京都支部臨時評議員となる。

3月20日

愛国婦人会通常委員となる。

12月28日

1899年8月の横濱市伊勢佐木町火災罹災者への寄付35円に対し神奈川県知事から感謝状を受け
取る。

1905（明治38）

1906（明治39）

事

日露戦争時、大阪で2ヶ月間篤志看護婦として従軍。
6月30日

日本赤十字社より感謝状と木盃一組を受け取る。

3月3日

日本赤十字社篤志看護婦人会京都支会幹事委嘱中の功労に対し縮緬1反、絳紅一反と感謝状を
受け取る。

4月1日

勲六等宝冠章を受け取る。

6月1日

日本赤十字社より日露戦争での尽力に対し金製指環一個を受け取る。

7月13日

日本赤十字社より日露戦争での勤労に対して襟留一個と感謝状を受け取る。

10月9日

京都婦人慈善会特別会員となる。

1907（明治40）

自宅の土地建物を同志社へ寄付する。
2月11日

日本赤十字社より日露戦争の慰労として感謝状と金製指輪1個を受け取る。

1909（明治42）

3月28日

慈愛手芸女学校建築費募集への尽力に対する感謝状を受け取る。

1910（明治43）

1月23日

新島永眠20年を記念して自宅で遺品の展示公開を行う。24日まで。

1915（大正4）

11月10日

大禮記念之證を受け取る。

1924（大正13）

7月25日

京都婦人慈善会名誉会員となる。

12月8日

皇后陛下の同志社女学校行啓の時に単独謁見を許される。

1928（昭和3）

11月

昭和天皇即位の大礼の時に天盃を受け取る。

1931（昭和6）

6月

会津若松市にある大龍寺（菩提寺）に山本家の墓を建立。
このころ、仏教に帰依したとの噂が流される。

1932（昭和7）

8月1日

同志社との間に覚書を交換し、若王子の新島家墓地の維持・管理を同志社に委任する。

2月11日

京都ホテルで米寿祝賀晩餐会が開かれる。

4月

米寿茶筵開催。

6月14日

急性胆のう炎のため自宅で永眠。

6月17日

同志社栄光館にて同志社社葬。
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