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地 教 史 学 通 信 

第 138号 

2017年 3月 27日 

全国地方教育史学会 

 

 

第 ４０ 回 大 会 の ご 案 内 

 

 

                           知本 康悟（新潟大学・院） 

 

 記念すべき全国地方教育史学会の第４０回大会を,新潟県佐渡市で開催致します。会場は,佐渡加茂湖温泉

「お宿 花月」です。 

 さて,佐渡の産業や文化そして教育を考えるとき,そこには二つの前提があります。それは,佐渡が離島であ

ることと佐渡金山をもつ江戸幕府の天領であったということです。離島である佐渡は,かつて「流人の島」（順

徳上皇,日蓮,世阿弥等）という閉ざされた顔をもつ一方,江戸期には北前船などで海道を通しさまざまな地方

と交通する開かれた島としての顔をもちました。また,江戸幕府の財政を支えた相川金山が栄えることで,全

国から人とものと文化が集まりました。その結果,金山の町相川には武士文化が,北前船の寄港地である小木

には町人文化が根づきました。そして近代に入り,佐渡は,本土との「一体化」と島国としての「一国意識」（「佐

渡が有する本土にはない独自性」）の狭間で島づくりを模索してきました。そこで常に問われたのは,佐渡に

渡った人や本土に渡り帰島した佐渡人がもたらした文化や知見を,佐渡の風土や伝統と融合させながら,如何

にして佐渡独自の産業や文化として生みだすことができるのか,ということでした。それは,近代日本の歩み

とも重なるのであり,その豊かな自然や文化的風土と共に,佐渡が「日本の縮図」だと言われる所以でもありま

す。 

 本大会は,５月２０日（土）の資料見学会と懇親会,５月２１日（日）の研究発表,シンポジウム,総会という

日程で行います。一日目の資料見学会は,佐渡はもとより新潟県内でも有数の歴史的資料を蔵する山本半右衛

門家と,現在世界遺産登録を目指している佐渡金山関連史蹟の見学を中心にした半日コースで行います。山本

家では,ご当主の山本修巳氏の解説で,山本家所蔵の佐渡の教育関係史・資料を中心に見学します。また佐渡金

山では,小林祐玄氏のご案内で,金山町に形成された「京町通り」を中心に１時間程度歩きます。また,全コー

スの途中で,佐渡が生んだ土田杏村（旧新穂村）や司馬凌海（旧真野町）の石碑等,佐渡の教育史関係の史蹟も

見学します。 

 二日目の研究発表には,４件の申し込みをいただいております。いずれも地域の具体的な史・資料に基づき,

今日的な問題意識に応え得るテーマであり,活発な議論と研究成果に期待します。シンポジウムでは,佐渡に

根ざし地域の歴史の掘り起こしと研究,そして保存の活動をすすめておられる山本修巳先生（『佐渡郷土文化』

主宰）と小林祐玄先生（『佐渡地域誌研究』代表）という前日の資料見学でもお世話になった２人の郷土史家

に,「教育の父円山溟北」や「鉱山都市の教育」をテーマに,近代佐渡に於ける教育史の特色についてご講演を

いただきます。 

  遠路ではありますが,佐渡という一つの島の歴史と教育を通し,島国である日本の教育史について考えてみ

るのも意義のあることだと思います。また,宿を共にし,温泉と地のものを楽しみながら,大いに情報交換をし

て懇親を深めましょう。５月の佐渡は,さわやかです。皆様の大会へのご参加を心からお待ち申し上げており

ます。  
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全国地方教育史学会第４０回大会プログラム 

大 会 日 程 表 （佐渡教育史関係史跡等・佐渡加茂湖温泉“花月”） 

 

５月２０日（土曜日） 大会初日 ５月２１日（日曜日） 大会２日目  

佐渡加茂湖温泉“花月” 

１２時００分 集合 

 ＊集合場所：佐渡汽船 観光バス乗り場 

 ＊集まり次第，資料見学会へ 

 

１２時２０分 資料見学会 

①土田麦僊杏村碑・犂雨邸舎碑見学 

②司馬凌海碑見学 

③山本家所蔵資料見学 

（佐渡の教育史料を中心に） 

④相川金山と教育関係史蹟見学 

 

１８時００分 「花月」到着予定 

 

１９時００分  懇親会 

於 「花月」大広間 （電話：0259-27-3131） 

８時３０分 受付開始 

 

９時００分 研究発表（花月） 

 

１２時００分～１２時３０分 

 総会（花月・大広間） 

 

１２時３０分～１５時００分  

講演「近代佐渡における教育」 

 

 

◎佐渡までのアクセス 

 佐渡までは,直江津港から小木に至る航路と新潟港から両津に至る航路があります。どちらも「佐渡汽船」 

が運航しています。会員の皆様におかれては,集合場所のこともあり,なるべく新潟港からの利用をお願い 

します。時間の関係上，昼食は各自船内でとって戴ければと思います。 

 大会初日の５月２０日（土）,佐渡に来られる場合は以下のフェリーをご利用下さい。 

        新潟港発            両津港到着 

      午前６時００分         午前８時３０分 

      午前７時５５分         午前９時００分  （＊ジェットホイル） 

      午前９時２０分         午前１１時５０分  

      午前９時４０分         午前１０時４５分  （＊ジェットホイル） 

（佐渡汽船ＨＰ http://www.sadokisen.co.jp/timetable/ ） 

◎資料見学会 

 集合場所は佐渡汽船の観光バス乗り場です。出入り口がひとつしかありませんので,迷うことはないと思 

います。そこからチャーターバスで資料見学を行います。 

◎懇親会（5/20の夕食を兼ねる） 

 今回は,佐渡加茂湖温泉“花月”（〒952-0011 佐渡市両津夷 262, 電話 0259-27-3131 FAX0259-23-4446） 

で行います。“花月”の HPは http://sado-kagetsu.sakura.ne.jp/です。 

また,アクセス（地図）は http://sado-kagetsu.sakura.ne.jp/access.html です。 

 懇親会費は,一般会員 6,000円,院生会員 5,000円です。会費は会場内にて集めます。 

◎大会参加費と 2017 年度会費 

 大会参加費として 4,000 円,2017 年度会費として 4,000 円の,計 8,000 円を,2 日目の会場受付で申し受 

けます。 

◎「第 40回大会参加票」の返送について（必須） 

 「全国地方教育史学会第 40回大会参加票」に必要事項をご記入のうえ,2017 年 4 月 26 日（水）までに, 

事務局の佐藤環（茨城大学）までメール（tamaki.satou.spitfire@vc.ibaraki.ac.jp）に添付してお知らせ下さ 
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い。なお、ホームページにファイルを掲示しますのでそれをご利用戴けます。研究発表を申し込まれた会員 

におかれましても，改めてご提出ください。 

 今回は,特に懇親会参加人数を事前に確認し“花月”へ報告する必要があります。よって,事前連絡なく, 

当日の飛び込み参加をお受け致しかねる場合があります。この段,ご了解ください。 

◎佐渡加茂湖温泉“花月”への宿泊申し込みについて（「第 40 回大会参加票」） 

 今大会１日目（5/20）の佐渡加茂湖温泉“花月”の宿泊は,事務局で予約することができます。事務局から 

依頼する場合は,懇親会に参加するという条件で 1 泊約 6,500 円（入湯税 500 円,5/21 朝食含む）となります。 

5/20 以外の宿泊については,会員各自で行って下さい。 

宿泊申込みを事務局に依頼する場合は,前掲「全国地方教育史学会第 40 回大会参加票」に必要事項をご 

記入戴きたく存じます。締め切りは上述の通りです。 

 すでに他のホテル等を含め 5/20 の宿泊を予約された会員もいらっしゃるかとは思いますが,5/20 の資料見

学会・懇親会の参加や 5/21 の弁当注文といった項目の情報が必要ですので,是非,ご連絡をお願いします。 

◎大会２日目（5/21）の昼食（お弁当） 

会場の周囲には,コンビニエンスストアや食堂は殆どありません。そこでお弁当を花月さんで用意して戴 

けます。価格は 600 円です。必要な方は「全国地方教育史学会第 40 回大会参加票」でお知らせ下さい。 

◎『地方教育史研究』第 38号のお渡し 

 今まで,大会校にて本学会紀要『地方教育史研究』をお渡しして参りましたが,今回は諸事情のため後日 

送付させて戴きます。楽しみにされていた会員も多いとは存じますが,何卒,ご理解のほどお願いします。 

 

◇研究発表時のパソコン使用 

 今回は会場が旅館ということもあり,パソコンの利用ができません。申し訳ありませんが,レジュメを 40 部

程度ご用意下さい。 

 

■ 研究発表 ・ 講演 ・ 総会 ■ 

〈第２日 ５月２１（日曜日）〉 佐渡加茂湖温泉“花月” 

 研究発表 （会場は当日お伝えします）  

司 会 :  三上敦史（北海道教育大学） ・ 吉野剛弘（東京電機大学） 

（１） ９：００～９：３０ 

 「学制」期の小学校教員の辞職にみる教職観 ―長崎県教員の履歴史料の分析― 

松尾由希子（静岡大学） 

  （２） ９：３０～１０：００ 

  日本女子大学校卒業生に関する研究 

渡辺典子（武蔵野美術大学・非） 

  （３）１０：３０～１１：００ 

   教員の増俸運動に対する師範学校生徒の認識に関する一考察 

―1919年実施岡山県師範学校の調査を資料として― 

長谷川鷹士（早稲田大学・院） 

  （４）１１：００～１１：３０ 

   京都における大学「昇格」以前と以後の仏教系私学に関する一考察 

―教育方針及び学部・学科組織の変容を中心として― 

雨宮和輝（早稲田大学） 

   ◎１１：３０～１２：００ 

     全体討論 

 

 



 4 

  総  会   １２：００～１２：３０  会場 ： 花月・大広間  

 

 

  講  演   １２：３０～１５：００  会場 ： 花月・大広間  

 題  目 ： 近代佐渡における教育 

              司 会 ：  知本康悟（元佐渡市立南佐渡中学校長） 

 講演１ 山本修巳先生（新潟県文化財保護連盟理事,佐渡市文化財保護審議会会長,『佐渡郷土文化』主宰） 

「円山溟北と近代佐渡の教育 ―修教館から佐渡中学校まで―」 

 講演２ 小林祐玄先生（元佐渡市教育長,『佐渡地域誌研究』代表） 

「鉱山都市相川と近代の教育 ―洋学校・鉱山学校・明治学校―」 

 

  ※大会についてご不明の点がございましたら,事務局の佐藤まで照会下さるようお願いします。但し,５

月１８日（木）以降は対応しかねます。 

      E-mail ： tamaki.satou.spitfire@vc.ibaraki.ac.jp 

  ※佐渡の現地情報の提供は知本康悟会員が担当して下さいます。 

       携帯：０９０－１９３２－５７４５    G-mail：chimoto.sado@gmail.com 

 

◆入会者・退会者・異動（2017年 3月 20日現在） 

①入会者 

大蔵真由美    東海学院大学短期大学部   

小松 靖     早稲田大学・院    

②異動 

冨士原雅弘    日本大学国際関係学部（2017/04/01 より） 

 

◆寄贈図書: 下記の図書の寄贈を受けました。ご寄贈くださり，厚く御礼申し上げます。 

●白石崇人 

『明治期大日本教育会・帝国教育会の教員改良』渓水社,全 658 頁,2017 年 2 月。 

 

◆事務局より 

 会員の皆様の皆様におかれてはますますご健勝のこととお慶び申し上げます。新年度に異動があった場合

には,事務局まで①異動先,②新住所（専任の方は勤務校の方をお書き下されば幸甚です）,③電話番号,④メ

ールアドレスを,メール（tamaki.satou.spitfire@vc.ibaraki.ac.jp）にてお知らせくださるようお願い致し

ます。 

 

全国地方教育史学会 事務局 

〒310-8512 

 茨城県水戸市文京２－１－１  茨城大学教育学部 佐藤環研究室内 

 TEL/FAX 029-228-8303    
  E-mail tamaki.satou.spitfire@vc.ibaraki.ac.jp 
 
ホームページ http://www.waseda.jp/assoc-zckyoiku/ 

 

mailto:tamaki.satou.spitfire@vc.ibaraki.ac.jp

