ＫＡＧＡＷＡ

ＧＡＬＡＸＹ

「吉田源治郎・幸の世界」（149）
第 149 回
第１回 お宝

「吉田源治郎・吉田幸の世界」目次

吉田源治郎関係資料との出会い

KAGAWA GALAXY 吉田摂・梅村貞造

両氏との出会い、吉田源治郎の説教、源治郎著『肉眼に見える星の研究』
第２回 岡本栄一氏の労作「吉田源治郎先生を中心とした四貫島友隣館の年表」 岡本「吉
田源治郎―妻幸、賀川豊彦との出会い、そして人となりなど」
第３回

吉田源治郎の著書・論文・随筆（含・賀川豊彦の講演を筆記して仕上げた著書）
源治郎による賀川豊彦の講演筆記を仕上げた著作、源治郎の著作と訳書、源治郎
が他の人と共同して仕上げた賀川豊彦の著書、源治郎の『雲の柱』への寄稿論文、
源治郎の『基督教家庭新聞』掲載作品とその他に寄稿した作品

第４回

吉田源治郎・間所幸の故郷・三重県伊勢

尾西康充「みえの文学誌：吉田源治郎」

（
「中日新聞」
）、
『常盤幼稚園七十年誌』と『伊勢の伝道・山田教会の歴史』１・
２のこと、源治郎の妻「間所幸（こう）
」のこと、ミス・ライカー宣教師のこと
第５回

明治学院時代の吉田源治郎

『明治学院歴史資料館資料集』第２集、「内村鑑

三と吉田源治郎」
第６回

吉田源治郎の妹・なつゑの追悼「又逢ふ日迄」 内村鑑三の吉田なつゑ追悼説教、
源治郎「又逢ふ日迄―故吉田なつゑの思ひ出」

第７回

間所幸と賀川ハル―共立女子神学校時代

幸の学んだ「共立女子神学校」
、賀川ハ

ル夫人と同クラス・寄宿舎も同じ、幸の「共立女子神学校時代の思い出」ふたつ
―「賀川ハル夫人と私」
「共立女子神学校に於けるハル先生との思い出」、付録「ハ
ルよりアメリカの豊彦宛書簡」２通
第８回

三重県立第四中学校友会報に見る吉田源治郎 源治郎の中学時代の「論説・文芸・
言論」３題―「音楽と人生」
「熊野物語」「精神的飛躍」

第９回

源治郎の処女出版『児童説教』（大正７年） 本書の「序」と「編者再白」、短篇説教２
篇「何時だろう？」「星辰と彗星」

第１０回 京都伏見東教会時代の源治郎と幸 源治郎と幸との結婚、源治郎と賀川豊彦との

最初の出会い、賀川豊彦『イエス伝の教へ方』―源治郎による賀川講演の筆記
著作の最初？
第１１回 間所兼次と共益社１ 賀川の小説『再建』より

第１２回 間所兼次と共益社２ 大阪毎日新聞「消費組合巡り」
、「産業組合中央会：有限
会社購買組合共益社」
第１３回 間所兼次と共益社３ 源治郎「間所兼次と消費生活協同組合運動」
第１４回 間所兼次と共益社４ 横山春一『賀川豊彦伝（増訂版）』より、米沢和一郎「賀
川豊彦の協同組合運動」より、小川敬子「北港児童館についての思い出」
第１５回 間所兼次「ＡＬＢＵＭ」１ 共益社、鈴木文治・安部磯雄・吉野作造・金子忠
吉ほか、神戸購買組合
第１６回 間所兼次「ＡＬＢＵＭ」２ 共益社、店舗・仕事場・親睦旅行など
第１７回 間所兼次「ＡＬＢＵＭ」３ 共益社、賀川服・石鹸・沢田正二郎・家庭会ほか
第１８回 「イエスの友会」及び「雲の柱」と吉田源治郎 （この回より表題を「ＫＡＧ
ＡＷＡ ＧＡＬＡＸＹ 吉田源治郎の世界」を「ＫＡＧＡＷＡ ＧＡＬＡＸＹ
吉田源治郎・幸の世界」に変更） 「雲の柱」創刊号、源治郎「編集後記」
、村
島帰之「雲の柱十九年私史」、米沢和一郎「雲の柱誕生から終刊まで」、
「イエス
の友会」の命名者・吉田源治郎、発足の場所となった奈良の「菊水楼」
第１９回 「神戸大争議」収監釈放後の賀川豊彦

その時の写真、武田芳一の小説『熱い

港―大正十年・川崎・三菱大争議』
第２０回 山室武甫「新川貧民窟の二十日」

「山室武甫」のこと、賀川の作品『預言者

エレミヤ』の山室軍平の「序」
、山室武甫「新川貧民窟の二十日」、高道基『山
室軍平』より
第２１回 『肉眼に見える星の研究』１ 初版の「序」、賀川ハル「私どもの日記」
、
賀川豊彦「五軒長屋より」ほか
第２２回 『肉眼に見える星の研究』２ 天文学者・山本一清との出会い、
再び『児童説教』より
第２３回 『肉眼に見える星の研究』３ 大沢正彦「宮沢賢治と吉田源治郎『肉眼に見え
る星の研究』」
、草下英明「宮沢賢治と星」
第２４回 『肉眼に見える星の研究』４ 賀川豊彦『涙の二等分』
『星より星への通路』
「長
屋の南京虫」、三浦清一編著「賀川豊彦随筆集」原稿のこと
第２５回 『肉眼に見える星の研究』５ 初版と改版、「改版の序」
、「米国天文台の印象」
第２６回 『肉眼に見える星の研究』６ 恒星社版（昭和４年）の「序」
、由木康作詞・二
葉薫作曲「ねがい」
第２７回 『肉眼に見える星の研究』７ 『肉眼天文学』恒星社版（昭和３４年）の「序」
と「あとがき」
、「星座のうた」
「豊島讃歌」「パロマ天文台訪問」
第２８回 『肉眼に見える星の研究』８ 箱入り初版本、山本進「吉田源治郎の憶い出」、
原恵「星の本との出会い」
第２９回 『肉眼に見える星の研究』９ 高木謙次「内村鑑三と吉田源治郎」
、椚山義次「内
村鑑三と天文学」

第３０回 『肉眼に見える星の研究』１０ 小川敬子『憩いのみぎわ』より「岩手公園」
ほか
第３１回 源治郎米国留学中の吉田幸 小川敬子「伊勢の思い出」（一部）、ミス・ライカ
ーと共に常盤幼稚園教師、小林恵子『日本の幼児保育につくした宣教師』
（下巻）
より
第３２回 シュヴァイツァーと吉田源治郎１

賀川豊彦『基督伝論争史』
、
「雲の柱」の「イ

エスの秘密号」、賀川豊彦「シュワイチェルの「イエスの秘密」について」
第３３回 シュヴァイツァーと吉田源治郎２

源治郎「シュヴァイツァー「原生林の片隅

にて」を読む」（１）
第３４回 シュヴァイツァーと吉田源治郎３

源治郎「シュヴァイツァー「原生林の片隅

にて」を読む」（２）、高橋功医師のこと
第３５回 シュヴァイツアーと吉田源治郎４

源治郎「シュヴァイツァー「原生林の片隅

にて」を読む」（３）
第３６回 シュヴァイツァーと吉田源治郎５

シュヴァイツァーの会・向田正とシュヴァ

イツァ―寺の古川泰龍、シュヴァイツァーの吉田源治郎への書簡「原生林の片
隅より」
第３７回 シュヴァイツァーと吉田源治郎６

吉田源治郎訳・シュヴァイツァー著『宗教

科学より見たる基督教』
（警醒社）の「訳者のことば」と本文書き出しのところ
第３８回 シュヴァイツァーと吉田源治郎７

源治郎「シュヴァイツァーの文明哲学」
「ア

ルバート・シュヴァイツァー素描」
第３９回 山室軍平と吉田源治郎 源治郎「茶臼原の一夜の思い出ほか」、武内勝「先生に
学ぶ」、賀川豊彦「山室先生を偲んで」
第４０回 賀川豊彦の欧米の旅と吉田源治郎

賀川と吉田の米国での再会、豊彦と源治郎

の欧州の旅、源治郎「ロンドンに於ける貧民窟破壊運動」、賀川の「身辺雑記」、
賀川の『永遠の乳房』『雲水遍路』
第４１回 四貫島セツルメントと吉田源治郎１

帰国後の吉田一家の住まい、第３回イエ

スの友全国大会、源治郎「近代基督者の友愛と互助」
第４２回 四貫島セツルメントと吉田源治郎２

賀川豊彦「イエスの友会結成の思い出」、

「日本労働者伝道会社の設立」
第４３回 四貫島セツルメントと吉田源治郎３ 『四貫島セツルメント：五十年のあゆみ』
より「創設期」
第４４回 四貫島セツルメントと吉田源治郎４

「イエスの友会大阪支部誕生」
、「イエス

の友関西夏季修養会」、賀川豊彦「身辺雑記」
、「ＣＬＭＪ通信」
第４５回 四貫島セツルメントと吉田源治郎５ 「ＣＬＭＪ通信」
、源治郎「産業革命以後
の伝道戦術」
第４６回 四貫島セツルメントと吉田源治郎６

賀川豊彦の小説『石の枕を立てて』より

吉田源治郎・間所兼次・賀川一家の西宮移住まで
第４７回 四貫島セツルメントと吉田源治郎７

イエスの友会大阪支部、イエスの友全国

大会、イエスの友関西夏期修養会、四貫島セツルメント創立１周年、賀川豊彦
巡回大伝道会、『キリスト一代記の話』
第４８回 四貫島セツルメントと吉田源治郎８

大阪イエス団教会教会報、「新時代修養

会」
、
「日本農村ミッション創設」、賀川豊彦「武庫川のほとりより」
、
「日本農民
福音学校」
、岩本由輝「賀川豊彦と杉山元治郎」、
「日本農村伝道団趣意書」
第４９回 四貫島セツルメントと吉田源治郎９

四貫島セツルメント・ハウスの建設準備、

賀川豊彦「武庫川のほとりより」
、源治郎「武庫川のほとりに賀川氏を見舞ひて」
、
ヴォーリズの設計図
第５０回 四貫島セツルメントと吉田源治郎１０

セツルメント・ハウスの完成、設立の

趣意、「イエスの友店員ミッション」創立
第５１回 シュヴァイツァーと吉田源治郎８

シュヴァイツァーの賀川豊彦への書簡、シ

ュヴァイツァーの吉田源治郎への書簡、シュヴァイツァー『バッハの生涯』
（津
川主一訳）
第５２回 四貫島セツルメントと吉田源治郎１１

イエスの友冬期福音学校、源治郎「四

貫島セツルメントの近況」
「その後の四貫島セツルメント」、四貫島セツルメン
ト出版部
第５３回 四貫島セツルメントと吉田源治郎１２ 「雲の柱」創刊号、
「イエスの友会」の
こと、
「イエスの友会大阪支部」
、
「イエスの友会」とは、木立義道「人民伝道の
建築―本所基督教産業青年会の近況」
第５４回 四貫島セツルメントと吉田源治郎１３

第６回イエスの友全国大会（奈良）
、河

上丈太郎講演
第５５回 吉田源治郎著『新約外典の話』
（昭和３年） 源治郎「新約外典ストーリー：テ
クラ信行記」
第５６回 四貫島セツルメントと吉田源治郎１４

イエスの友冬期福音学校、
『四貫島セツ

ルメント：五十年のあゆみ』より、源治郎「四貫島セツルメント」報告、
「神の
国運動協議会に臨みて」
第５７回 四貫島セツルメントと吉田源治郎１５

四貫島夏期キャンプ、四貫島セツルメ

ントの近況、小川敬子「四貫島セツルメントの思い出」、源治郎論文「神の国運
動の組織神学」
「東京風景：笑えぬナンセンス物語」
「三一年式の聖書読方法」
「聞
書：升崎外彦＜漁村伝道のプロフィル＞」
第５８回 四貫島セツルメントと吉田源治郎１６

イエスの友冬期福音学校、四貫島セツ

ルメントの近況、賀川豊彦の小説『一粒の麦』出版、農民福音学校寮「一麦寮」
完成、映画「一粒の麦」、源治郎論文「都市伝道研究断片」
第５９回 四貫島セツルメントと吉田源治郎１７

吉田源治郎著『心の成長と宗教教育の

研究』（昭和６年）、
「尐年尐女夏期聖書学校」
第６０回 四貫島セツルメントと吉田源治郎１８

第５回冬期福音学校、
「四貫島セツルメ

ントの夏期宗教教育の試み」、
「大和農民福音学校」
、「春日出日曜学校」
第６１回 四貫島セツルメントと吉田源治郎１９

一麦寮での農民福音学校・冬期福音学

校、
「農漁村伝道を支持せよ！」
、「夏期修養会・全国大会」、源治郎論文「それ
は建物ではない―隣保事業と教会運動への一考察」
、『四貫島セツルメント・五
十年のあゆみ』より
第６２回 四貫島セツルメントと吉田源治郎２０

小林恵子『日本の幼児保育につくした

宣教師』
（下巻）より、源治郎「ミス・クックのころ」、竹中正夫『ゆくてはる
かに―神戸女子神学校物語』より
第６３回 四貫島セツルメントと吉田源治郎２１

公衆衛生訪問婦、源治郎「隣保事業の

立場から」
「ナーセリー・スクール運動を語る」「キャンプの歌」
第６４回 四貫島セツルメントと吉田源治郎２２

『四貫島セツルメント・五十年のあゆ

み』より、賀川豊彦「旅から旅へ」、源治郎「タンカを切る賀川」
「母性教育に
ついての一考察―成人教育の一面としての」
第６５回 四貫島セツルメントと吉田源治郎２３

冬期福音学校、農民福音学校、夏期修

養会、源治郎「嬰児教育について―新しき教育学位の創設」
「嬰児教育のプログ
ラム―ナースリー・スクールに於ける教育」
「セツルメントに於ける指導者並び
に共働者の問題」
第６６回 四貫島セツルメントと吉田源治郎２４

小川敬子「四貫島セツルメントに於け

る乳幼児保健についての働き」
「北港児童会館についての思い出」、冬期福音学
校、農民福音学校、生野聖浄会館建設準備、
『聖浄保育園６５年略史』より、賀
川豊彦の小説『その流域』、杉山元治郎「『その流域』を読む」、大阪イエス団教
会青年部機関誌「流域」創刊
第６７回 四貫島セツルメントと吉田源治郎２５

『四貫島セツルメント・五十年のあゆ

み』より、関西冬期福音学校、農民福音学校、賀川豊彦「武蔵野の森より」、生
野聖浄会館完成、大和農民福音学校、
『馬見労祷教会・５０年記念誌：恵みの旅
路』より
第６８回 四貫島セツルメントと吉田源治郎２６

冬期福音学校、農民福音学校、源治郎

「大阪雑記」「
『教会の仕女』ディアコニス運動の実際」、夏期修養会
第６９回 『フレーベルとその宗教教育の貢献』 源治郎「フレーベル小伝」
、マーガレッ
ト・クック「フレーベル、其の幼稚園の教育への貢献」
第７０回 四貫島セツルメントと吉田源治郎２７

源治郎「新緑滴る香川県豊島・絶景を

控えた楽土」、
『四貫島セツルメント・五十年のあゆみ』より、大阪四貫島教会、
冬期福音学校、農民福音学校、源治郎「将来社会事業としての精神衛生社会事
業の任務」
「大阪雑記」
、夏期修養会・全国大会

第７１回 吉田源治郎の「神の国新聞」寄稿作品１ 説教「凡てのこと為し得る秘訣」、信
仰実話「呟きしもの亡す者に亡ぼされたり」、童話「子猫と子鼠：仲よしこよし」、
３分間のすすめ「ゆりかごを動かす・手は世界を動かす」
「朝日のごとき旅をし
て楽しむ」、聖書随想「神との交際に就いて」「若き日は幻を」
第７２回 吉田源治郎の「神の国新聞」寄稿作品２ 「主はみこころなし給わん」
「いのり
はきかれる」「わが恩恵（めぐみ）汝に足れり」「福音は人と大地を活かす：労
働しつつ祈祷しつつ」、初秋の瞑想「見よ、彼は祈り居るなり」
、
「或る夕べ長田
穂波氏と語る：霊魂（たましい）は羽ばたく」
第７３回 四貫島セツルメントと吉田源治郎２８

関西冬期福音生活学校、農民福音学校、

賀川豊彦「武庫川の畔より」
、源治郎「『日輪を孕む嚝野』を読む」、源治郎「保
育に於ける自然研究」（
『子供の教養』誌より）
第７４回 四貫島セツルメントと吉田源治郎２９

豊島の賀川豊彦、源治郎「四貫島セツ

ルメント」
、間所兼次「消費組合大阪共益社」
、四貫島の地図（区政一覧・セツ
ルメント周辺・千鳥橋・此花公園）
第７５回 四貫島セツルメントと吉田源治郎３０

賀川社会事業関係者関西修養会、自然

観察和音感教育講習会、夏期修練会、源治郎「或る人を見舞うて」
「開拓へ挺身
―結核・救癩に奉仕」
「マタイ伝の匂い―富田象吉氏の生涯を偲ぶ（賀川先生の
告別式式辞）
第７６回 四貫島セツルメントと吉田源治郎３１

岡本栄一「吉田源治郎関係年表」より

「昭和１９年～戦後の初めまで」再掲、
『四貫島セツルメント・五十年のあゆみ』
より、
「流域」昭和４０年１０月１日号（四貫島セツルメント創立４０周年記念）
より、『四貫島セツルメント創立８０周年記念誌：輝け、命』より「賀川豊彦」
「吉田源治郎」「小川三男」「小川秀一」「小川居」
第７７回 今津二葉幼稚園と今津二葉教会１

瓦木村と今津村の地図、吉田幸「二葉幼稚

園と教会のはじまり」（
『甲子園二葉教会五十年誌』より）、
第７８回 今津二葉幼稚園と今津二葉教会２

今津二葉幼稚園の戦前の園舎、小泉功「今

津二葉教会の誕生とその後の推移について」
（『甲子園二葉教会五十年誌』より）
第７９回 今津二葉幼稚園と今津二葉教会３

今津二葉幼稚園の卒園写真、ＪＯＢＫ「収

穫感謝祭」出演
第８０回 今津二葉幼稚園と今津二葉教会４

小川敬子「甲子園二葉教会戦前の歩み」
（『甲

子園二葉教会五十年記念誌』より）
、「年表（教会戦前史）
」（同）
第８１回 今津二葉幼稚園と今津二葉教会５

基督教保育連盟関西部会、小泉功「教会音

楽物語」
「教会楽人大中寅二先生」、賀川豊彦「讃歌の音楽者大中寅二氏に捧ぐ」、
メイスン・ハムリン社製リード・オルガン、源治郎「タンカを切る賀川」
（一部）、
二葉薫「子供の歌」
、吉田幸作詞・二葉薫作曲「すずめ」
第８２回 今津二葉幼稚園と今津二葉教会６

「戦時下の保育」
（『甲子園二葉幼稚園八十

年史』より、吉田幸「戦時下の保育」
（『基督教保育連盟関西部会創立五十年記
念誌』より、戦前の今津二葉幼稚園の写真、大中香代「大中寅二」（
『続・キリ
スト教保育に捧げて人々』より
第８３回 一麦保育園と吉田源治郎１ 「ヤへ・シバ館」
、梅村貞造「賀川豊彦と一麦寮」
並びに「年表」より、埴生操編著『子供と自然を友として―一麦保育園創立４
５周年記念誌』
、『一麦のあゆみ―一麦保育園創立５０周年記念誌』、吉田源治
郎・幸「一麦保育園五十周年を迎えて」、石田幾子「五十周年の御挨拶」
、松田
伊勢子「一麦保育園創立当時の事ども」
第８４回 一麦保育園と吉田源治郎２ 一麦保育園の写真、埴生操のことば（
『４５周年記
念誌』より）、南野武衛「一麦保育園」、読売新聞記事「自然と一体の保育を訴
える埴生操さん」、球磨川淡「埴生操さん」（
『日本の伝統』より）
第８５回 戦火を生き戦後歩み始める１ 吉田摂「上が原の思い出」（
『卒業５５周年記
念誌・双五会会員の戦中奮戦記』より）
、吉田敬子「人間の盾」
（
『つのぶえ』よ
り）
、「火の柱」第１号・第２号
第８６回 戦火を生き戦後歩み始める２ 賀川豊彦「新日本の衣食住」、賀川豊彦「天使
になりたい」（
「火の柱」第７号）、
『四貫島セツルメント・五十年のあゆみ』よ
り、源治郎「阿波伝道記」
「第３回阿波伝道記」
「農村伝道の研究」、賀川豊彦「日
本復興の精神的基礎」「神よりの福音」
第８７回 西宮一麦教会と馬見労祷教会の設立

吉田源治郎の説教「前進する教会」
（『西

宮一麦教会・五十年の歩み』より）
第８８回 昭和２２年の吉田源治郎

阿波農民福音学校、船本宇太郎「阿波新生の歓喜」、

源治郎「工場地帯を教区として―四貫島セツルメント覚書」
「山口県大島郡安下
庄町のピッケル記念会堂の前に立ちて」「協同社会の根底を培うもの」「子に救
はるる母」
、佐藤功二「高山徳太君のノートから：童心の美しさ」（毎日新聞掲
載）
、高山悦『私の同和教育』より、夏期修養会
第８９回 昭和２３年の吉田源治郎

冬期福音聖修会、川瀬勇「賀川の流域に遺鉢をつぐ

人々」
（『川瀬勇追想・遺稿集：ニュージーランドに魅せられて』より）、源治郎
「大和めぐり訪問伝道記」
「立体農業の先駆・楽園誕生―久宗壮氏の経営」、夏
期修養会、豊島農民福音学校女子部（第２回）開校、勤労者キリスト同盟・協
同組合キリスト同盟結成大会、関西視覚教育伝道班発足
第９０回 四貫島の献堂・一麦保育園園舎新築など 『四貫島セツルメント・五十年のあ
ゆみ』より、冬期福音学校、豊島福音学校、神戸イエス団の落成、源治郎「人
あらたに生まれずば」、夏期修養会、関西夏期聖修会、大阪四貫島教会復興献金
募集、「四貫島セツルメント」
、一麦保育園園舎竣工、
「一麦寮のこの頃」
第９１回 今津二葉教会と幼稚園の再開の事など１ ヴォーリズ建築設計事務所の設計、
源治郎「馬見村に奈良県農村センターひらく」
、大和農民福音学校、紀北農民福

音学校、賀川豊彦より吉田源治郎への航空便２通、源治郎「始めての試み・関
西イエスの友青年夏期学校の盛況」
、『四貫島セツルメント・五十年のあゆみ』
より、ローガン夫妻とエレンちゃん
第９２回 今津二葉教会と幼稚園の再開の事など２ 『幼稚園八十年史』より、源治郎の
卒園児へのお話、卒園児の写真、上棟式の写真、吉田摂「再開前史」
（『教会五
十年記念誌』より）
第９３回 今津二葉教会と幼稚園の再開の事など３ 『幼稚園八十年史』より、武田安子
「再開草々の苦労と喜びを受容しつつ」、源治郎「私の体験社会学」、庄ノ昌一
「今津二葉教会建設経過報告」
第９４回 昭和２６年の吉田源治郎と幸 基督教保育連盟軽井沢講習会、関西冬期福音学
校、源治郎「ハウゲのこども」
、豊島農民福音学校、源治郎「農村とメディカル・
ミッション―ドクトル・シベルゼンツとともなる経験」、関西夏期聖修会、源治
郎「献げよ」
「カミングオブ・エージ」
「神との交わりにあづかる」
「午後９時１
５分前に」
「一麦寮にフトンを」
第９５回 大和榛原伝道所と吉田源治郎 源治郎「私の仕事・街にも野にも」、本多ヒロ「忘
れ得ぬ人々」、清水真一「伊那佐山と高山右近」
、
「大和榛原伝道所４０年のあゆ
み」
（いずれも『大和榛原伝道所４０周年記念誌・流れのほとりで』より）
第９６回 昭和２７年の吉田源治郎と幸 源治郎「高山右近受洗の村に聖書研究のグルー
プ結成」、冬期福音学校、源治郎「キリスト・イエスの心を！」、関西夏期聖修
会、源治郎「霊魂の糧なる修養会」、豊島女子農民福音学校、スイス東亜医療団
へ感謝状、今津二葉教会週報、農村伝道週間礼拝、関西農村基督者青年大会
第９７回 吉田源治郎著『勇ましい士師達』

村岡花子「刊行の言葉」、「聖書尐年文庫」、

「勇ましい士師達」について、奥付
第９８回 昭和２８年の吉田源治郎と幸 冬期福音学校、豊島男子農民福音学校、源治郎
「世界の平和のために」、今津二葉教会週報、農村伝道週間、関西夏期聖修会、
イエスの友修養会・全国大会、今津二葉幼稚園卒園写真
第９９回 昭和２９年の吉田源治郎と幸 冬期福音学校、源治郎「汝らも互いに足を」
「キ
リストからの平和」、今津二葉教会週報、夏期聖修会・全国大会、小川秀一「聖
修会報告」
「大阪四貫島友隣館再建」
、四貫島セツルメント開設３０年記念礼拝、
『四貫島セツルメント・五十年誌』より
第１００回 昭和３０年～３２年の吉田源治郎と幸 昭和３０年 今津二葉幼稚園、一麦
保育園、冬期福音学校、
「原水爆使用禁止」を国連へ、夏期聖修会、小川秀一
「四貫島友隣館再建献堂感謝の辞」

昭和３１年

福祉事業大会表彰」
、冬期福音学校、夏期聖修会

「吉田源治郎先生の社会

昭和３２年

冬期福音学校、

夏期聖修会、源治郎「私の開拓伝道の巻」、原水爆実験禁止決議
第１０１回 昭和３３年の吉田源治郎と幸 冬期福音学校、自然観察保育セミナー、関西

聖修会、
『米田純三牧師記念文集：神の愛に生かされて』より源治郎「米田純
三先生を偲んで」
「世界一せいの低い牧師」
、吉田惣市郎「米田純三先生を偲
んで」、小須田ヤエ「米田純三先生の思い出」、村山盛忠「米田純三先生を偲
びつつ」
第１０２回 「ラクーア伝道」と吉田源治郎

大宮博「本のひろば：ラクーア―その資料

と研究」
、「信徒の友：但馬日高伝道所」、宮城喜代子「但馬の吉田先生」
、村
松時男所蔵写真と書簡、穂積修司「５０年を振り返って・ラクーア伝道時代
年表
第１０３回 昭和３４年～３５年の吉田源治郎と幸 ３４年 冬期福音学校、賀川豊彦の
病状、夏期宝塚聖修会、源治郎「宣教百年を如何にして記念するか」、日米交
歓研修会 ３５年 冬期福音学校、牧建一「恩師吉田源治郎先生に捧ぐ」
、幼
稚園卒園児と共に、
『西宮一麦教会：五十年の歩み』から「第一期創立から旧
会堂献堂まで」
第１０４回 賀川豊彦の召天と吉田源治郎 『百三人の賀川伝』より吉田源治郎「タンカ
を切る賀川」
、
『神はわが牧者』より源治郎「まえがき」
「ストオリー・テラー
としての賀川先生」
「幼児教育と賀川先生」
、西坂保治「残されたる刺」
、金田
弘義「日本農民福音学校」
第１０５回 昭和３６年の吉田源治郎と幸 西宮一麦教会献堂式、武内勝「昭和３６年日
誌」より、
『西宮一麦教会・四十年の歩み』より源治郎説教「命の木はまだ残
されている」「幸福への招待」
、幼稚園卒園児と共に
第１０６回 昭和３７年～３９年の吉田源治郎と幸 ３７年 「今津二葉幼稚園創立４０
周年記念式」

３８年

ローガン著『詩篇霊歌集』より源治郎の森彬牧師へ

の「うた」「著者ローガン博士を紹介する」
、酒枝義旗「徳島時代のローガン
先生」、斉藤敏夫「あとがき」

３９年 新春聖修会、源治郎「琉球伝道」、

幼稚園卒園児と共に
第１０７回 昭和４０年～４１年の吉田源治郎と幸 ４０年 朝祷会、
「流域」四貫島友隣
館創設４０年記念、源治郎「読書のすすめ」
『ＧＵＥＳＴ ＢＯＯＫ』
、源治
郎の米国・カナダ伝道旅行・パロマ天文台訪問 ４１年 源治郎「この“最
後の者”に奉仕する救済の手―レスキュー・ミッションとナイト・ミニスト
リーなど」、幼稚園卒園児と共に
第１０８回 昭和４２年～４３年の吉田源治郎と幸 ４２年 源治郎から幸への特製絵葉
書 ４３年 一麦保育園の増改築と「一麦寮」の解体、
「一麦保育園３５年の
歩み」「増改築事業の経過」
「落成式」、幸の履歴書
第１０９回 昭和４４年～４５年の吉田源治郎と幸 ４４年 新春聖修会、基督教保育連
盟夏期修養会

４５年

大阪万国博、
『西宮一麦教会・五十年の歩み』より「第

二期・森彬牧師就任まで」、
『甲子園二葉教会五十周年記念誌』より野村睦子

「教会の歩み―１９５５～１９５９」、小林繁「教会の歩み―１９６０～１９
６９」
第１１０回 昭和４６年～４９年の吉田源治郎と幸１ ４７年

「西宮一麦教会創立２５

周年記念」、源治郎説教「生ける神を慕う」
、
『創立２５周年を記念して』より
埴生操「のぼれ、高くのぼれ」、川瀬勇「四千を越えて」
、淀三郎「「亡くなら
れた」吉田先生」
、岡野美智子「一麦と私」
第１１１回

昭和４６年～４９年の吉田源三郎と幸２

盲人及び肢体不自由者信徒研修会、

吉田幸「甲子園二葉幼稚園母親学級」、賀川ハルの吉田幸への手紙と写真、
「愛
之園保育園での賀川ハル」、源治郎『ナザレ会報』
（兵庫栄養専門学校聖書研
究部）より「心の栄養と身体の栄養と」、甲子園二葉幼稚園卒園児と共に
第１１２回 吉田源治郎著『五つのパンと五千人』 「ベツレヘムの星はどの星であった
か」
「若林かんとくは私のお父さんです」
「若林くんのハワイだより」
「若林く
んのアメリカだより」
、源治郎「母性愛の配慮」
「引け目がつけ目」
「見つける
までは」
第１１３回 昭和５０年～５２年の吉田源治郎の幸 埴生操編著『一麦保育園創立４５周
年記念誌・自然を友として』より梅村貞造「序」、埴生操「幼児と自然環境」、
源治郎「仕事とは仕えること」、幼稚園卒園児と共に
第１１４回 昭和５３年の吉田源治郎と幸 日本キリスト教文化協会がキリスト教功労者
として吉田源治郎を表彰、源治郎「死線を越えてゆかりの地に建つＫＡＧＡ
ＷＡ ＭＥＭＯＬＩＡＬ ＨＡＬＬ

賀川記念館」
、幼稚園卒園児と共に、中

野美代「埴生操先生の保育の思い出」
第１１５回 昭和５４年の吉田源治郎と幸１

「吉田源治郎先生米寿を祝う会」
、『吉田先

生と私・米寿記念文集』より森彬「良師を得たり」、森島左武郎「小さな巨人」、
吉田節子「みちのり」、淀三郎「吉田先生の米寿を祝して」
、藤田いずみ「お
じいちゃん先生と親しんで」
、藤本理平「吉田先生と一麦教会」
第１１６回 昭和５４年の吉田源治郎と幸２

『吉田先生と私―米寿記念文集』より吉野

丈夫「吉田先生の米寿を祝して」、埴生操「愛の黒いかばん」、庄ノ昌士「戦
中、戦後の思い出」、梅村貞造「クリエイティブ・マイノリティー」、松村志
保子「慈父と慕う吉田先生」
、幼稚園卒園児と共に
第１１７回 昭和５４年の吉田源治郎と幸３

高山徳太制作『昨日も今日もいつ迄も変わ

る事がない吉田先生』、高山徳太「吉田先生はいつまでも変わることがない」
第１１８回 昭和５５年～５６年の吉田源治郎と幸 ５５年 源治郎「社会事業に貢献し
た先輩に感謝する会」で朝日新聞大阪厚生文化事業団より感謝の記念品贈ら
れる、太田緑「吉田先生へ」、幼稚園卒園児と共に、阪神間の教会の「イース
ター礼拝」、芹野俊郎「吉田源治郎への書簡」 ５６年 今津二葉教会「吉田
源治郎牧師引退感謝礼拝」、
『甲子園二葉教会・五十年記念誌』より重松一朗

「教会の歩み―１９８０～１９９０」
第１１９回 昭和５７年の吉田源治郎と幸１

吉田幸「思い出」
、幼稚園卒園児と共に

第１２０回 昭和５７年の吉田源治郎と幸２ 「一麦保育園創立５０周年記念祝典」
、石田
幾子「五十周年の御挨拶」、埴生操「幼児と共に―自然を友として過ぎし五十
年」
第１２１回 昭和５７年の吉田源治郎と幸３

『一麦のあゆみ―一麦保育園創立５０周年

記念誌』より源治郎・幸「一麦保育園五十周年を迎えて」、松田伊勢子「一麦
保育園創立当時の事ども」、高山徳太「幼児（おさなご）たちのために」、天
野シゲ子「幼き日の思い出」
、住野秀樹「魂のふる里―一麦保育園」
第１２２回 昭和５７年の吉田源治郎と幸４

吉野丈夫「二つの誇り」、今井鎮雄「一麦保

育園創立五十周年に寄せて」
、梅村貞造「一麦保育園の使命」
第１２３回 昭和５８年～５９年の吉田源治郎と幸１ 吉田源治郎の「紅山荘」での療養、
苅田千栄子「吉田先生とのお別れ」、吉村静枝『荒野は涙の皮袋』より「吉田
源治郎先生と私」
、金子益雄「吉村静枝」
第１２４回 昭和５８年～５９年の吉田源治郎と幸２ 吉田源治郎牧師告別式、告別式に
於ける吉野丈夫牧師の説教
第１２５回 昭和５８年～５９年の吉田源治郎と幸３ 告別式に於ける弔辞―賀川純基・
武藤富男・長谷川保・田中芳三・森本正信・梅村貞造、遺族代表・吉田幸の
挨拶、田中芳三「クリスチャン・グラフ」誌の告別式の記事
第１２６回 昭和５８年～５９年の吉田源治郎と幸４ 西宮一麦教会での『追悼―吉田源
治郎先生』、源治郎在りし日の説教「命の木はまだ残されている」
「幸福への
招待」、森彬「伝道の長距離ランナー」、幼稚園卒園児と共に
第１２７回 昭和６０年～平成３年の吉田幸１

６０年

「吉田幸先生米寿記念・二葉幼

稚園同窓会」毎日新聞と神戸新聞の記事、幼稚園卒園児と共に ６１年 吉
田幸・幼稚園長退任・吉田洋子就任の挨拶状、遠藤浩「幼稚園の同窓会」、幼
稚園卒園児と共に ６４年 「今津二葉幼稚園同窓会」
第１２８回 昭和６０年～平成３年の吉田幸２

６４年

『甲子園二葉教会・五十年記念

誌』より「吉田幸姉に聞く」
、吉田幸「教会の奥さん―インタビュー」
第１２９回 昭和６０年～平成３年の吉田幸３

平成元年「甲子園二葉教会創立５０周年

記念」
、
『記念誌』より森彬「吉田源治郎先生のこと」、吉田洋子「創立五十周
年に寄せて」、森元正信「思い出と展望」、森本芙紗子「ぶどうの木の枝」、梶
川房子「思い出」
、木村明子「思いで」
第１３０回 昭和６０年～平成３年の吉田幸４

『記念誌』より呉竹緑「われ山にむかい

て目をあぐ」、黒田あや「二葉教会に思うこと」、黒田正子「二葉教会と私」、
高誠基「心に止め」、小林繁「生きた働き」
、佐伯親子「神様ありがとうござ
います」、庄ノ昌士「下には永遠の腕あり」、新豊京子「思い出の歩み」
、西川

純子「今、思うこと」、西川康夫「二葉教会と私」
、西口雅彦「私の受洗した
頃」、藤井繁一「教会が５０周年を迎えて」
、藤井信子「二葉教会との出会い」、
藤田昭雄「わら半紙に青インク」、藤森敏夫「二葉教会の思い出」、藤森信子
「恵みの場―二葉」、山崎誉雄「青年会人形芝居」
、吉田摂「木を植えた人」
第１３１回 昭和６０年～平成３年の吉田幸５

『記念誌』より源治郎説教「祈りはいか

にあるべきか」、吉野丈夫「感謝と希望にあふれる教会」、今井鎮雄「甲子園
二葉教会五十周年に寄せて」
第１３２回 昭和６０年～平成３年の吉田幸６

『西宮一麦教会・五十年の歩み』より梅

村貞造「神の見えざる手」、岡野美智子「思い出すこと」、高山徳太「一麦教
会の再建をめざして」、田中芳子「教会生活感謝」
、田渕尚美「幼い頃の思い
出」、中島ヤス子「思い出」
、中野美代「再び一麦に来て」、中村則子「私の教
会生活」
、藤本理平「一麦教会と吉田牧師」
第１３３回 昭和６０年～平成３年の吉田幸７

吉田幸とのお別れ、勝部寛二、芹野俊郎

「書簡」
「弔辞」、入山花子「ママ様への手紙」
第１３４回 「吉田源治郎・幸の世界」最終回

吉田幸召天一周年記念に寄せて、田中芳

子書簡、
「甲子園二葉教会・甲子園二葉幼稚園」
「西宮一麦教会・一麦保育園」
「四貫島友隣館・大阪四貫島教会・天使保育園・天使保育園北分館・天使ベ
ビーセンター・特養ガーデン天使」、小川佐和子「流域―社会福祉と生活設計」
の刊行に寄せて
第１３５回 「吉田源治郎・幸の世界」補遺１

吉田洋子「吉田源治郎」
「吉田幸」
、小

川敬子「悔いなき夫婦」
、緒方彰「吉田源治郎」
第１３６回 「吉田源治郎・幸の世界」補遺２

小川敬子「伊勢の思い出」などの手記、

写真
第１３７回 「吉田源治郎・幸の世界」補遺３ 「今津二葉教会週報」
（１９５０年～１９
５７年分）より「農村伝道」
「信仰通信」
第１３８回 「吉田源治郎・幸の世界」補遺４

賀川豊彦の源治郎宛に送られた書簡とそ

れを入れた源治郎のサモネット「雪原をさすろう夕べ」、源治郎「静聴と話合
い」
「パントマイム」
「キリスト一点ばり」
「信仰のみ―宗教改革記念日を迎え
て」「その余波は消えず」「われに来よと」「近畿地区アシュラム」
第１３９回 「吉田源治郎・幸の世界」補遺５ 「全日本ラクーア音楽伝道」、花盛勲一「山
田忠藏」
、「ラクーア音楽伝道写真」
、「梅村貞造アルバム」より
第１４０回 「吉田源治郎・幸の世界」補遺６

小泉功「忘れられぬ『讃美歌』の改訂」

第１４１回 「吉田源治郎・幸の世界」補遺７

吉田源治郎・幸から賀川豊彦・ハルへの

書簡（馬見労祷・四貫島・一麦関係）、ヴォーリズによる今津二葉教会牧師館
の設計図
第１４２回 「吉田源治郎・幸の世界」補遺８

岡本栄一「四貫島セツルメントの基礎を

築く―吉田源治郎の人となりと福祉思想」
第１４３回 「吉田源治郎・幸の世界」補遺９

『高山徳太詩集』より詩作品抜粋

第１４４回 「吉田源治郎と幸の世界」補遺１０ 『高山徳太詩集』より「あとがき」
（賀
川豊彦・森良夫・高山悦・佐藤功二）
第１４５回 「吉田源治郎・幸の世界」補遺１１

梅村貞造「高山徳太兄を送る」、高山悦

「辿りついて」
第１４６回 「吉田源治郎・幸の世界」補遺１２

吉田源治郎の幸への特製絵葉書、昭和

５４年頃の写真、紅山荘で養生の時の写真、紅山荘に於ける密葬
第１４７回 「吉田源治郎・幸の世界」補遺１３

本連載第９４回の吉田源治郎により「ハ

ウゲのこども」再掲、源治郎の自筆原稿「ハウゲの伝記」
（仮題）の目次、付
録「関西学院グリークラブＯＢら：クレセント・ハーモニー」
（朝日新聞２０
１０年１月２５日付記事）
「甲子園二葉幼稚園 現・旧教職員の会（２００７・
９・１）
」の写真
第１４８回 「吉田源治郎・幸の世界」付録
編『Ｔｈｉｎｋ

Ｋａｇａｗａ

賀川豊彦献身１００年記念事業実行委員会
共に生きる―賀川豊彦献身１００年記念事

業の軌跡』
（２０１０年１１月１日発行）所収の鳥飼慶陽「仲間 武内勝と吉
田源治郎」
第１４９回 「吉田源治郎・幸の世界」目次

（２０１０年１２月６日記す。鳥飼慶陽）

