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地 教 史 学 通 信 

第 141号 

2018年 4月 2日 

全国地方教育史学会 

 

 

 

第 41回 大 会 の ご 案 内 

 

吉川 卓治（名古屋大学） 

 

 第 41 回大会を名古屋大学で開催することになりました。本学での開催は、11 年ぶりのことになります。

前回は、故髙木靖文元事務局長のご尽力で、名古屋市市政資料館で資料見学会を行ない、名古屋城近くの会

場で懇親会を開催しました。今回、二日目の自由研究発表とシンポジウムは、名古屋大学で開催しますが、

資料見学会は少し趣向を変えて、豊田市で行なうことにしました。 

 豊田市といえば、あらためていうまでもなく自動車産業で知られる街ですが、意外にも自然に恵まれた土

地にあります。市内を流れる矢作川（やはぎがわ）は豊かな水量をたたえ、東部は緑あふれる森林に覆われ

ています。名古屋駅から 1時間近くかかることもあって、この地を訪れたことのある会員の方は少ないので

はないでしょうか。そこで豊田市について少しご紹介をしておきます。 

 豊田市は、1951年に市制を施行した挙母市（ころもし）が 1959年に豊田市と改称して誕生しました。2005

年には周辺の町村を編入して、面積で県内第 1位となり、北は岐阜県、北東は長野県に接するようになりま

した。人口も名古屋市に次いで県内第 2位の 42万人となっています。名古屋と長野県の飯田をむすぶ飯田街

道が市内を東西に横切っており、左手（北方向）に猿投山（さなげやま）を見ながら東に向かうと、紅葉の

美しい香嵐渓で有名な足助（あすけ）町があり、さらに進めば幕末に豪農古橋源六郎暉皃（てるのり）の生

まれた稲橋村（現在の稲武町）に至ります。そこには古橋家文書を所蔵する古橋懐古館があります。古橋源

六郎は、この地に国学者佐藤清臣を招いて郷学明月清風校を設立したことで教育史の世界でも知られていま

す（高木俊輔『明治維新と豪農─古橋暉兒の生涯─』歴史文化ライブラリー、吉川弘文館、2011年）。 

 今回の資料見学会は、豊田市郷土資料館と豊田市史編さん室にお願いしました。郷土資料館では、挙母藩

の藩校である崇化館（そうかかん）にかかわる資料を見せていただけることになっています。市史編さん室

は、これまで『新修豊田市史』資料編の近世や近代一（明治維新～日露戦後）などを刊行してきました。近々、

資料編近代二（日露戦後～市制施行）も刊行される予定です。資料編編さんにあたって編さん室の方たちが

精力的に収集した学校所蔵資料や旧役場資料、区有資料などを見学させていただくことになっています。ま

た、資料の保存や整理、編さん作業についてもお話をうかがえればと考えています。 

 二日目のシンポジウムは、「教育史における個別史と全体史」という、方法にかかわるテーマを設定してみ

ました。私たちは、なぜその地域やその学校について研究をするのでしょうか。そこには個別を超えた全体

への志向があるのではないでしょうか。とするなら、そこではどのような方法が求められるのでしょうか。

経済史家の中村政則は「地方史と全体史を結びつける環」＝「媒介環」をみつけなければならないというよ

うなことを述べています。教育史研究において、それは具体的にはどのようなものなのでしょうか。こうし

たことを考えてみたいと思い、実績ある三人の方を提案者にお願いしました。  

3 ページには事務局長による、豊田市へのアクセスのためのややマニアックなルートも紹介されておりま

す。楽しく、実りある大会にしたいと思います。多くの方のご参加を心よりお待ちしております。 
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全国地方教育史学会第 41回大会プログラム 

 

大 会 日 程 表  

 

5月 26日（土曜日） 大会初日 

豊田市郷土資料館 

5月 27日（日曜日） 大会 2日目  

名古屋大学教育学部 1階 第 1講義室、第 2講義室ほか 

15:00：豊田市郷土資料館に集合。 

・藩校崇化館関係資料を中心に見学。 

16:00：豊田市史編さん室（郷土資料館の向かい）

へ徒歩で移動。 

・学校所蔵資料、旧町村役場資料、区有資料な

どを見学。 

17:30：終了。懇親会会場へ徒歩で移動。 

18:00：懇親会「鮨酒肴場 黒かべ 豊田店」 

 電話：0565-37-3663 

9:00 受付開始。参加費（2,000円）。 

9:30 研究発表（第 1講義室、第 2講義室） 

 ※内容・時間帯は 3ページを参照 

11:30～13:30 休憩（第 1会場） 

12:00～13:30 休憩（第 2会場） 

 ※12:00～13:00 全国幹事会・常任幹事会（大会議室） 

13:30～15:50 公開シンポジウム 

「教育史における個別史と全体史」（第 3講義室） 

16:00～16:30 総会（第 3講義室） 

 

◎資料見学会は、豊田市郷土資料館（〒471-0079 愛知県豊田市陣中町 1-21、電話 0565-32-6561）の入口に

集合してください。入館料は無料です（会場の詳細は、http://www.toyota-rekihaku.com/riyou/f_riyou.html ） 

◎懇親会は、名鉄豊田市駅から徒歩 3分の「鮨酒肴場 黒かべ 豊田店」で開催します。懇親会費は一般会

員 6,000円、院生・学生会員は 3,000円です（予定）。 

◎大会参加費（2,000円）と年会費（4,000円）については、2日目に設置する受付にて申し受けます。 

準備の都合上、①資料見学会への参加、②懇親会への参加、③研究発表への参加の有無について、5月 15

日（火）までに、大会校（吉川卓治宛、yoshikawa.takuji@h.mbox.nagoya-u.ac.jp）へご連絡下さい。なお、

メールのタイトルは「地教史大会」として下さい。 

◎大会 2 日目（5/27）の昼食は用意しておりません。キャンパス内の会場至近にコンビニ「ファミリーマー

ト 名古屋大学店」がありますが、大学生協は全店休業です。キャンパス周辺の飲食店は充実していませ

ん。 

◎宿泊は会員各自で予約して下さい。なお、豊田市内のホテルは軒数・部屋数が少なく、翌朝の名古屋大学

への移動にも不便です。名古屋市内（名駅〔めいえき〕、金山、栄・伏見・新栄町など）をオススメしま

す。 

 

 

◇会場へのアクセス 

 

（１）大会初日＜豊田市史編さん室へのアクセス（直行のみ）＞ 

◆JR・名鉄・近鉄名古屋駅：地下鉄東山線「藤が丘」行きに乗車（集合に間に合う最終は 13:46）、次の「伏

見」で下車（13:49）。乗り換えで鶴舞線「豊田市」行きに乗車（13:53）、途中の赤池から名鉄豊田線に乗

り入れ、終点の一つ手前「梅坪」（うめつぼ）で下車（14:40）。南へ徒歩 10分。 

※なお、伏見駅で鶴舞線に乗り換える際、「豊田市」行きではなく途中の「赤池」行きが来ることがありま

す。ホームで見送るか、終点の赤池駅から後続の電車に乗り換えて下さい。 

◆中部国際空港（セントレア）：空港バスターミナル 4番乗り場から名鉄バス「豊田市」行きに乗車（集合に

間に合う最終は 12:55）、終点で下車（14:18）。北へ徒歩 15分。 

※この他、セントレアから栄・伏見近辺へは 6 番乗り場（「セントレアリムジン」）、地下鉄東山線「藤が

http://www.toyota-rekihaku.com/riyou/f_riyou.html


 3 

丘」へは 3番乗り場へお越し下さい。それぞれ名鉄バスが出ています。 

◆この他、愛知環状鉄道ご利用の方は、「新豊田」から北へ徒歩 15分、「愛環梅坪」（あいかんうめつぼ）か

ら南へ 15分。お車の方は、東名高速道路「豊田 IC」から車で 15分。 

 

※お時間のある方には、やや特殊なルートもオススメです！ 

名古屋は珍しい公共交通機関の宝庫で、このうち「ガイドウェイバス」「リニアモーターカー」が豊田市

へ向かう愛知環状鉄道に接続しています。お時間のある方は授業中の小ネタやご家族への土産話としていず

れかを体験されてはいかがでしょうか。参考までに、集合に間に合う最終の時刻を示します。 

 

①ガイドウェイバス（案内軌条式鉄道）：一見すると普通のバスですが、最初の高架道路（6.5㎞）では法令

上、電車。道路脇に設けたガイドウェイに導かれて進むので、運転手は「手はお膝」でハンドルに触れず、

操作するのはアクセル・ブレーキのみ。高架から降りると、一般道路を普通のバスとして走ります。 

◆まず、JR中央線・名鉄瀬戸線・地下鉄名城線「大曽根（おおぞね）」へ。名古屋駅からだと、JR中央線

「高蔵寺（こうぞうじ）」行き（12:38）に乗車、大曽根で下車（12:50）。改札を出て、高架上の「ゆと

りーとライン（名古屋ガイドウェイバス）」乗り場から高蔵寺行きに乗車（12:58）、終点で下車（13:38）。

愛知環状鉄道「岡崎」行きに乗車（14:07）、「愛環梅坪」で下車（14:40）。南へ徒歩 15分。 

 

②リニアモーターカー（磁気浮上式鉄道）：JR 東海が建設中の中央新幹線と同じく、磁力で浮かんで走りま

す。走行音の静かさ、なめらかで素早い加速・減速が不思議な乗り心地。新幹線と違って防音壁のない高

架を走るうえ、無人運転で前を遮るものがないため大変見晴らしがよくなっています。 

◆まず、地下鉄東山線「藤が丘」へ。名古屋駅から藤が丘行きに乗車（13:26）、終点で下車（13:54）。地

下鉄ですが、ホームは高架上です。地下にある「Linimo（愛知高速鉄道）」乗り場から「八草」（やくさ）

行きに乗車（14:03）、終点で下車（14:20）。愛知環状鉄道「岡崎」行きに乗車（14:25）、「愛環梅坪」で

下車（14:40）。南へ徒歩 15分。 

 

 

（２）大会 2日目＜名古屋大学（東山キャンパス）へのアクセス＞ 

◆JR 名古屋駅（地下鉄伏見・栄・新栄町も同じ）：地下鉄東山線で藤が丘方面に乗車、「本山」（もとやま）

で名城線右回り（外回り）に乗り換え、1駅で「名古屋大学」。本山駅では左回り（内回り）に乗車しない

ようご注意下さい（間違えたら、すぐ戻って下さい）。 

◆JR金山駅：地下鉄名城線左回り（内回り）に乗車、11駅で「名古屋大学」。こちらの場合、間違って右回

り」（外回り）に乗車しても 17駅で着くので、そのまま乗っていても大丈夫です。 

◆地下鉄駅（1番出口）から会場までは徒歩 3分です。 

詳細は、http://www.nagoya-u.ac.jp/upload_images/nucmjp2018.pdf でご確認ください。 

 

 

◇パソコンを使用して発表される会員の皆様へ 

 事前申込みのあった機材は大会校で用意しますが、パソコンだけはお持ち下さい。当日のセッティングも

ご自身でお願いします。 

 

 

 

 

http://www.nagoya-u.ac.jp/upload_images/nucmjp2018.pdf
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■ 研究発表 ・ シンポジウム ・ 総会 ■ 

〈大会 2日目 5月 27日（日曜日）〉 名古屋大学東山キャンパス 

 研究発表    第 1会場 ： 教育学部第 1講義室  

司会：内田純一（愛知県立大学）・釜田史（愛知教育大学） 

（１） ９：３０～１０：００  

 元幕府直轄地における明治初期の英語教育――初等教育機関を例に―― 田畑きよみ（東京大学〔院〕） 

（２）１０：００～１０：３０ 

 東京府における学術講義                       高田麻美（帝京科学大学） 

（３）１０：３０～１１：００ 

 働く少年の読書と教養の習得――『日本少年』・『実業青年』を中心に――   田中卓也（共栄大学） 

◎ １１：００～１１：３０ 

  全体討論 

 

 研究発表    第 2会場 ： 教育学部第 2講義室  

司会：久保田英助（愛知学泉大学）・梅本大介（愛知みずほ大学） 

（１） ９：３０～１０：００ 

  戦前京都府において、小学校教員を「間接的」に養成した私立学校とは何か 

――無試験検定の場合――                      遠藤健治（美作大学） 

（２）１０：００～１０：３０ 

1940年代における千葉県安房郡の鴨川文化協会の活動 

――大政翼賛会文化部との関係に注目して――            大蔵真由美（松本大学） 

（３）１０：３０～１１：００    

新制中学校の校訓制定と学校教育目標との関与 

――鹿児島市、熊本市、岡山市等の中学校――  嶋耕二（石川県教育委員会・明星大学〔院〕） 

（４）１１：００～１１：３０ 

 集団主義教育の実現可能性を疑う自分自身との闘い――大阪を中心とした同和・解放 

教育の一指導者・横田三郎（1923-2010）の生涯――          岡本洋之（兵庫大学） 

◎ １１：３０～１２：００ 

  全体討論 

 

 

 シンポジウム １３：３０～１５：５０  会場 ： 教育学部第 3講義室  

テーマ：「教育史における個別史と全体史」 

 

シンポジスト：梅村佳代氏（奈良教育大学・名誉） 

新谷恭明氏（西南女学院大学） 

須田将司氏（東洋大学） 

司    会：吉川卓治 （名古屋大学） 

 

 

 総  会   １６：００～１６：３０  会場 ： 教育学部第 3講義室  

 

レジュメ・資料等は当日配布いたします。 
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なお、今回の総会を以て、会長・幹事の任期が満了となりますので、3 月の常任幹事会では「全国地方教

育史学会役員選考規程内規」に従って審議を行いました。この結果、会長候補として総会に推薦する者を吉

川卓治氏と決しております（再任のご提案になります）。 

また、同内規により、会長が推薦する次期幹事名簿を大会前に公表することになっております。以下のよ

うに連絡を受けておりますので、あわせてご報告します。 

いずれも総会でご審議いただきますので、よろしくお願いいたします。 

 

常任幹事（10名） 荒井明夫（大東文化大学）、熊澤恵里子（東京農業大学）、佐々木尚毅（群馬県立女子

大学）、佐藤環（茨城大学）、須田将司（東洋大学）、菱田隆昭（和洋女子大学）、三上

敦史（北海道教育大学）、湯川次義（早稲田大学）、吉野剛弘（東京電機大学）、渡辺典

子（武蔵野美術大学・非） 

全国幹事（6名） 大矢一人（藤女子大学）、木村政伸（九州大学）、久保田英助（愛知学泉大学）、小宮山

道夫（広島大学）、白石崇人（広島文教女子大学）、野口穂高（早稲田大学） 

 

 

※以上のほか、大会についてご不明の点は、大会担当の吉川卓治会長（名古屋大学）までご照会下さい。      

E-mail ：yoshikawa.takuji@h.mbox.nagoya-u.ac.jp 

 

 

◆寄贈図書（2018年 4月 2日現在） 

 谷本宗生会員（2018）『学都金沢形成の様相――近代日本官立高等教育機関の設置過程――』成文堂 

 

◆入会者・退会者・異動（2018年 4月 2日現在） 

いずれもなし 

 

◆事務局より 

 新年度に異動された方は、事務局まで、①異動先、②新しい配布物郵送先の住所（専任の方には勤務校を

お勧めしています）、③事務局からの連絡先電話番号（固定・携帯のいずれでも可）、④メールアドレスを、

事務局までメールにてお知らせ下さい。 

 また、昨年度（2017年度）の会費が未納の方には払込取扱票を同封してあります。郵便局・ゆうちょ銀行

でお支払い下さい。 

 

 

全国地方教育史学会 事務局 

〒002-8502 

 札幌市北区あいの里 5条 3丁目 1-5  北海道教育大学 三上敦史研究室内 

 TEL/FAX 011-778-0380    

  E-mail mikami.atsushi@s.hokkyodai.ac.jp 

 
ホームページ http://www.waseda.jp/assoc-zckyoiku/ 

 

mailto:mikami.atsushi@s.hokkyodai.ac.jp

