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以下に掲載した文献のリストは、下田歌子に関する戦後の研究論文の一覧である（計
179本）。これ以外にも下田に言及する論文は多いが、ここに収録した文献は、タイトル
またはサブタイトルに下田の名前を記載してあるものに限定した｡また、雑誌などに掲載
されたエッセイは収録したが、下田に関する小説や下田を紹介する読み物などは省いた。

なお、この一覧は本研究所のホームページに掲載し、適宜更新していきたいと考えてい
る。また、今回は日本国内での研究にほぼ限定し、それ以外での研究についてはほとんど
調査・収録できなかったが、今後、調べていきたい。修正点や追加すべき論文など、ご教
示いただけると幸いである。

文献の欄の（　）内は、紀要、雑誌などの号、集などを表す。

出版年 著　者 論文タイトル 文　献

1953 吉屋 信子 下田歌子
『婦人公論』37（13）1953年12月号, pp.156-
168　松島栄一編『女の歴史』河出新書, 1956
所収, pp.219-237

1965 平林 たい子 下田歌子
『人物再発見・続』読売新聞社編, 人物往来社, 
1965　『平林たい子全集11』潮出版社 1979所
収, pp.357-366　

千住 克己 下田歌子と女子教育 東洋館出版社編集部編『近代日本の教育を育て
た人びと〈上〉』東洋館出版社,　pp.170-190

1966 橋川 文三 乃木希典と下田歌子―「明治」に生
きた質実剛健の軍人と才媛教育家

文藝春秋 1966年1月, pp.298-306
『橋川文三著作集3』筑摩書房, 2000所収

1968 山口 典子 下田歌子の結婚前後 ―父・夫・
歌子の書簡をめぐって 実践女子大学文学部紀要 （11）, pp.12-28

山口 典子 下田家墓所覚え書―宝津寺・光林
寺・隆崇院・護国寺 実践文学会 實踐文學 （35）, pp.26-35

1969 山口 典子 下田歌子資料探訪ノート―淡海高
等家政学校によせて 実践文学会 實踐文學 （38）, pp.32-40

紀田 順一郎 虚像伝説―下田歌子 紀田順一郎編『明治の群像9 明治のおんな』
三一書房, pp.79-104

実践女子大学
図書館 下田歌子先生資料目録 実践女子大学文学部紀要 （12）, pp.219-284

1970 渋川 久子 下田歌子 『近代日本女性史1教育』鹿島研究所出版会, 
pp.121-148
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出版年 著　者 論文タイトル 文　献

1970 山口 典子 幽居の人―下田歌子の父平尾鍒蔵 実践文学会 實踐文學 （40）, pp.50-59

田中 ちた子・
田中 初夫 解説 家政学 田中ちた子・田中初夫編『家政学文献集成 続編 

明治期Ⅳ』渡辺書店, pp.（8）-（16）

山崎 朋子 Ⅳ章 海を越えてきた中国女子留
学生―秋瑾と下田歌子

『愛と鮮血―アジア女性交流史』三省堂新書, 
pp.111-137, 光文社文庫, 1985所収

1971 山口 典子 岩村藩勤王周旋始末
―下田歌子の父平尾鍒蔵（承前） 実践文学会 實踐文學 （42）, pp.25-37

1972 小野 和子 近代日本と中国34　
下田歌子と服部宇之吉

朝日ジャーナル 14（40） pp.31-39　竹内好・橋
川文三編『近代日本と中国 上 』朝日新聞社, 
1974所収, pp.201-221

1975 前田　愛 下田歌子
―明治宮廷政治のヒロイン

思想の科学 第6次 （51）, pp.37-45 
『前田愛著作集』第3巻, 筑摩書房, 1989所収, 
pp.68-81　前田愛『樋口一葉の世界』平凡社, 
1993 所収, pp.56-77

1976 阿部 吉雄 にほへやしまの外までも―カラチ
ン王の下田歌子女史に贈れる詩 実践国文学会 實踐國文學 （10）, pp.55-57

1977 山口 典子 平尾它山略記―下田歌子の曽祖父 実践国文科会 りんどう（2）, pp.11-13

1978 小山 いと子 下田歌子 円地文子監修『人物日本の女性史12教育・文学
への黎明』集英社, pp.113-150

山口 典子 平尾せき子とその周辺―下田歌子
研究 実践国文科会 りんどう（3）, pp.11-15

1979 山口 典子 下田歌子の青春―その光と翳 実践国文科会 りんどう （4）, pp.32-38

1980 岩橋 邦枝 下田歌子
瀬戸内晴美編『女の一生―人物近代女性史2 明治に開
花した才媛たち』講談社, pp.63-98　『新時代のパイオ
ニアたち―人物近代女性史』講談社文庫, 1889収録

吉見 周子
ライバル明治の獅子たち―女子教
育にかけた夢 〈津田梅子vs 下田
歌子〉

『歴史読本』25（2）, Kadokawa, pp.130-136

角田 房子 下田歌子 井上靖・児玉幸多監修『図説人物日本の女性史
10 新時代の知性と行動』小学館, pp.13-28

下田歌子関係資料
展実行委員会 下田歌子関係資料展総目録 実践女子大学文学部紀要 （22）, pp.55-76

山口 典子 下田歌子伝拾遺（4）―教科書発刊
をめぐって 実践国文科会 りんどう （5）, pp.12-19

1981 山口 典子 下田歌子伝拾遺（5）―欧米教育視
察と日清戦役 実践国文科会 りんどう （6）, pp.10-18

1982 山口 典子 下田歌子伝拾遺（6）―ヴィクトリ
ア女皇謁見をめぐって 実践国文科会 りんどう （7）, pp.10-18

藤枝 悳子 解説 下田歌子著 新撰家政学 『復刻家政学叢書4 下田歌子著 新撰家政学』第
一書房, pp.3-10

1983 山口 典子 下田歌子伝拾遺（7）折筆の章 実践国文科会 りんどう （8）, pp.12-14

黒沢 武子 下田歌子先生 渡欧・滞欧中の詠
草（1） 実践国文科会 りんどう （8）, pp.14-15

上沼 八郎 下田歌子と中国女子留学生 ―実践
女学校「中国留学生部」を中心として 実践女子大学 文学部紀要 （25）, pp.61-89
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出版年 著　者 論文タイトル 文　献

1984 山下 雅子 下田歌子編「国文小学読本」の研
究 ―明治国語教育史の一断面 実践国文学会 實踐國文學 （25）, pp.59-72

黒沢 武子 下田歌子先生 渡欧・滞欧中の詠
草（2） 実践国文科会 りんどう （9）, pp.22-29

1985 田中 澄江 下田歌子の光と影 『歴史と旅』「特集花ひらく明治の女性たち」12
巻3号, 秋田書店, pp.54-63

中村 悦子 英国に下田歌子の足跡を尋ねて 実践国文科会 りんどう （10）, pp.52-58

1986 大石 怜子 下田歌子と纏足の留学生たち 実践国文科会 りんどう （11）, pp.46-48

山下 雅子 下田歌子著「家庭文庫」に於ける
「女子普通文典」について 実践国文学会 實踐國文學 （30）, pp.128-138

1988 山住 正己 「国のすがた」につき下田歌子書簡、
国のすがた　下田歌子　解題

『日本近代思想体系6 教育の体系』岩波書店, 
pp.212-235

1989 山下 雅子 下田歌子の歌集「雪の下草」及び
「竹の若葉」について 実践国文学会 實踐國文學 （36）, pp.133-136

上沼 八郎 解説 『伝記叢書66 下田歌子先生伝』大空社, pp.1-7

1990
岡田 照子・
小瀬 千恵子・
三輪 聖子

郷土出身の女子教育者下田歌子に
関する研究

岐阜女子大学地域文化研究所報告 （8）, pp.89-
100

福島 邦道 下田歌子を文庫本に見る 実践国文科会 りんどう （15）, pp.100-103

1991 山下 雅子 下田歌子の和歌についての一考察 実践国文学会 實踐國文學 （39）, pp.3-9

板垣 弘子 下田歌子著作題目一覧―『をんな』
『なでしこ』『大和なでしこ』 実践国文学会 實踐國文學 （39）, pp.11-15

中村 悦子 日英交流史のなかの女性たち―下
田歌子とE.A.ゴルドン 実践国文科会 りんどう （16）, pp.72-79

1992 板垣 弘子 下田歌子著作題目一覧（2）―『婦
人世界』 実践国文学会 實踐國文學 （41）, pp.79-88

船崎 恵美子 学祖下田歌子「新撰家政学」から見
た現代の家政学についての一考察

家庭科教育 Vol.66 No.12, 家政教育社, pp.66-
74

城田 秀雄 下田歌子著作資料の収集について
―大学図書館の現場から 実践国文科会 りんどう （17）, pp.64-69

1993 斎藤 祥子 下田歌子の『家政学』にみる色彩観 日本服飾学会誌（12）, pp.115-121

大井 三代子 明治の婦人雑誌―下田歌子と「日
本婦人」

日本図書館協会 現代の図書館 31（4）, 
pp.280-286

大井 三代子 私は幸せであるか―「婦女新聞」
に見る下田歌子 実践国文科会 りんどう（18）, pp.82-85

城田 秀雄 英国よりの手紙―下田歌子から谷
干城へ 実践国文科会 りんどう（18）, pp.76-81

岩澤 正子 女性の自立と日本語教育―日本語
教育史の中の下田歌子 実践国文学会 實踐國文學 （43）, pp.54-76

福島 邦道 下田歌子伝のために 実践国文学会 實踐國文學（44）, pp.127-138
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出版年 著　者 論文タイトル 文　献

1994 大関 啓子 「まよひなき道」―下田歌子英国女
子教育視察の軌跡 実践女子大学文学部紀要 （36）, pp.1-21

船崎 恵美子
学祖 下田歌子「香雪叢書」他にみ
られる家庭教育と女性の社会進出
についての一考察

実践女子短大評論 （15）, pp.69-80

1995
衛藤 君代・
熊沢 亜矢子・
佐藤 美奈子

下田歌子先生の食物教育について 実践女子大学生活科学部紀要 （32）, pp.21-27

赤塚 行雄 『下田歌子伝』の困難
―明治のセクシャル・ハラスメント

日本及日本人 （1617） pp.70-79　赤塚行雄『エ
ラスムス叢書1 人文学のプロレゴーメナ』風媒社, 
2000所収

周　一川 下田歌子と清末中国女子教育（中
国語）

北京大学日本研究中心編『日本学』（4）, 北京大
学出版会

1996 山下 雅子 下田歌子『源氏物語講義』覚え書き 実践国文学会 實踐國文學 （50）, pp.26-30

1997 髙瀨 真理子 〈論文・研究ノート〉下田歌子再考 
―血統と家系について― 実践女子短期大学 歌子 （5）, pp.46-55

大井 三代子 下田歌子の「西洋名作物語」 実践国文科会 りんどう （22）, pp.106-111

山本 敏子 下田歌子著『良妻と賢母』
山崎朋子監修『叢書女性論別巻 日本のフェミニ
ズム―日本女性の発言の歴史』大空社, pp.65-
71

1998 福島 邦道 下田歌子の『文典』覚え書 日本語学会 国語学 （194）, pp.41-43

大井 三代子 歌人下田歌子と歌集『皇国ぶり』
について 実践国文科会 りんどう （23）, pp.128-135

1999 岩澤 正子 清国女子留学生と女性解放―秋瑾
と下田歌子

立命館大学言語教育センター ポリグロシア （2）, 
pp.33-43

檜山 久雄 下田歌子と秋瑾のこと 社会評論 （118）, 小川町企画, pp.3-5

2000 堀切 利高 書評 山本博雄の遺著―『妖婦下田
歌子―「平民新聞」より』 初期社会主義研究 （13）, 弘隆社, pp.238-240

何　瑋 下田歌子の女子教育論とその活動
―下層女子教育の視点をめぐって

北京日本学術研究中心編『日本学論叢』 （11）, 
外語教学与研究出版, pp.241-279

岩見 照代 解説 下田歌子『家庭』 原ひろ子監修『女性の見た近代18 下田歌子
『家庭』』ゆまに書房, pp.681-684

実践女子大学
生活科学部
生活文化学科

学園創立100周年記念　特別講座
「下田歌子と実践女子学園」

実践女子大学 生活科学部 生活文化学科 生活文
化フォーラム（5）

大井 三代子 下田歌子の西洋見聞記―『泰西婦
女風俗』を読む 実践国文科会 りんどう （25）, pp.126-133

2001 岩澤 正子
清国女子留学生教育と実践女学校
―留学生教育を担当した坂寄美都
子の講演会記録を参考に

獨協大学外国語学部言語文化学科 マテシス・ウ
ニウェルサリス 3（1）,  pp.93-113

中島 道子 女子教育者の魁　下田歌子の人生 実践国文科会 りんどう （26）, pp.62-63

大井 三代子 下田歌子の百年の長計と清国女子
留学生 実践国文科会 りんどう （26）, pp.144-151
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出版年 著　者 論文タイトル 文　献

2001 岡野 弘彦 下田歌子と折口信夫の出会い 実践女子大学 生活科学部 生活文化学科 生活文
化フォーラム（6）, pp.3-25

2004 山上 卓夫 下田歌子と新潟―明治32・33年
の来越を中心として 新潟郷土史研究 郷土新潟 （44）, pp.76-90　

小稗 文子・
石井 範子

下田歌子の書物にみる明治・大正
時代の「家庭の看護」

秋田大学医学部保健学科紀要 12（2）, pp.105-
113

李　承信
「女先生」と下田歌子
―〈堕落女学生〉の表象、モデル
問題をめぐって

筑波大学文化批評研究会『〈翻訳〉の圏域―文化・
植民地・アイデンティティ』イセブ, pp.153-
173

山崎 明子 下田歌子の社会構想と「手芸」 日本女性学会 女性学 （12）, pp.48-62

大井 三代子 下田歌子著『お伽噺教草』―康氏
の苦学の少女」 実践国文科会 りんどう（29）, pp.128-133

2005 山崎 明子 第1章 下田歌子の社会構想と手芸
論

『近代日本の「手芸」とジェンダー』世織書房, 
pp.27-105

竹川 里佐子 歴史教育における人物学習の新た
な試み―下田歌子の教材化 岐阜史学会 岐阜史学 （101）, pp.65-72

駒村 吉重 和製ラスプーチン 飯野吉三郎と下
田歌子 新潮45,  24（10）, pp.34-37

大関 啓子
"The Social Status of Japanese 
Women" ―下田歌子 The Times 
への寄稿―

実践女子大学文学部紀要 （47）, pp.77-84

大井 三代子 少女戦士―『外國少女鑑』 （下田歌
子著） 実践国文科会 りんどう（30）, pp.134-139

2006 陳　姃湲 第3章 日本の「良妻賢母」像の中
国伝搬―下田歌子と服部宇之吉

『東アジアの良妻賢母論―創られた伝統』勁草書
房, pp.86-127

中村 悦子
講演 校祖下田歌子生誕百五十年
記念行事―下田歌子先生、欧米教
育視察の周辺

実践女子学園中学校高等学校『実践教育』（25）, 
pp.11-22

加藤 和子
津田梅子の私信にみる下田歌子と
の交流と時代背景―大庭みな子著

『津田梅子』より
実践国文科会 りんどう（31）, pp.134-139

大井 三代子 下田歌子像を探る 実践国文科会 りんどう （31）, pp.146-151

2007 大井 三代子 癸卯園遊会―活人画と「日本女性」実践国文科会 りんどう （32）, pp.174-181

山崎 明子 第5巻『日本女性』下田歌子著 解説
上笙一郎・ 山崎朋子編『復刻日本女性史叢書第
5巻明治大正期5  日本の女性 下田歌子著』 ク
レス出版, pp.1-6

飯塚 幸子・
大井 三代子 下田歌子と家政学 実践女子短期大学紀要 （28）, pp.1-13

橋本 優子 デザイン史の文献として読む『家
政学』

森仁史監修『叢書・近代のデザイン5『家政学上・
下』下田歌子』ゆまに書房, pp.485-494

2010 大井 三代子 下田歌子 ― 百年の長計 今西幹一・山口直孝編『二松學舍の学芸』翰林書
房, pp.369-401

2011 飯塚 幸子・
浪岡 正継

『帝国夫人協会設立主意書』にみる
決意とその背景 実践女子短期大学紀要 （32）, pp.1-13
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出版年 著　者 論文タイトル 文　献

2011 小林　修 下田歌子の宮中出仕と“歌子”名
下賜についての覚書 実践女子短期大学 歌子（19）, pp.55-61

2012 藤坂 由美子 女子教育のパイオニア下田歌子の
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久保 貴子 下田歌子『外の濱づと』論 ―『枕草
子』との関係 下田歌子研究所年報 女性と文化 （4）, pp.23-35

愛甲 晴美
実践女子大学図書館蔵　下田歌子
自筆日記について（4） 明治二十四
年前半の概要 

下田歌子研究所年報 女性と文化（4）, pp.37-48

髙瀨 真理子 研究ノート 下田歌子再考 ―評伝
作成のために（1） 下田歌子研究所年報 女性と文化 （4）, pp.49-70

孫　東芳
近代日本の皇族女子教育思想につ
いて―下田歌子著『内親王殿下御
教育意見』を手掛かり（と）して

近代東西言語文化接触研究会
『或問 WAKUMON 』91 No.33,  pp.91-102

伊藤 由希子 第4章 “良妻賢母”という近代
―下田歌子がめざした女性像

『女たちの精神史：明治から昭和の時代』春秋社, 
pp.149-191　



116 実践女子大学下田歌子記念女性総合研究所 年報 第 8 号 2022. 3

出版年 著　者 論文タイトル 文　献

2018 大井 三代子 蜂須賀正韶と笛子（3）―下田歌子
研究（3） 実践国文学会 實踐國文學  （94）, pp.52-93

2019 神辺 靖光 下田歌子と桃夭女塾　華族女学校
開校　華族女学校の下田歌子

『女学校の誕生 ―女子教育史散策』梓出版社, 
pp.128-140

大井 三代子 『下田歌子 歌日記』 ― 翻刻 ―下
田歌子研究（4） 実践国文学会 實踐國文學 （96）, pp.27-113

加藤 靖子
華族女学校をめぐる政治―華族女
学校の学習院への併合と下田歌子
の辞任を中心に

大学史研究会『大学史研究』（28）, pp.101-123

髙橋 桂子・
数野 千恵子・
牛膓 ヒロミ・
細江 容子・
須賀 由紀子

研究ノート 『新選家政学』を読み
解く （その1）

下田歌子記念女性総合研究所年報 （5）, pp.35-
53

久保 貴子 
続 下田歌子の『和文教科書』考
―「三之巻 いさよひの日記」を中
心に―

下田歌子記念女性総合研究所年報 （5）, pp.（1）
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治期から大正期の家庭教育と幼稚
園教育をめぐって

同上書, pp.281-315

広井 多鶴子 終章 下田歌子を捉えなおす 同上書, pp.317-329

2022 荒井 啓子 華族女学校における体育・スポー
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