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地 教 史 学 通 信 

第 142号 

2018年 6月 30日 

全国地方教育史学会 

 

 いよいよ本格的な夏が到来する季節となりました。会員の皆さまにおかれては、ご健勝のこととお慶び申

し上げます。 

今年度の第 41 回大会は島から本土に戻り、吉川卓治会長のお世話により、資料見学会を豊田市で、研究

発表等は名古屋大学で開催されました。多くの皆さまのご協力により、無事に全日程を終えたことをご報告

申し上げるとともに、大会参加記をお寄せいただいた会員の皆様に御礼申し上げます。今号はその大会参加

記を含む大会全体の報告と事務局からの諸連絡をお伝えします。 

なお、第 141 号でお伝えした大会プログラム中、田中卓也会員の所属先・発表題目に誤記がありました。

田中会員には事務局の不手際をお詫び申し上げるとともに、遅ればせながらここで訂正させていただきます。 

誤）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）        

正）働く少年の読書と教養の習得――『日本少年』・『実業少年』を中心に―― 田中卓也(静岡産業大学) 

 

 

Ⅰ．大会報告 

 

全国地方教育史学会第 41回大会記 

吉川卓治（名古屋大学） 

 

 5月 26日（土）、27日（日）の二日間にわたって、愛知県名古屋市と豊田市を中心に第 41回大会を開催い

たしました。初日は、豊田市郷土資料館と豊田市史編さん室を会場に資料見学会を行ないました。名古屋駅

から 50分近く電車に揺られ、さらに徒歩で 10分以上かかる不便な場所だったにもかかわらず、27名の会員

のみなさまにお越しいただきました。 

郷土資料館では挙母（ころも）藩の藩校崇化館（そうかかん）にかかる展示資料を見学し、古義学者で初

代学頭の伊藤東所が記した「崇化館記」（市指定・登録文化財）などについて学芸員の山田佳美氏に解説して

いただきました。市史編さん室では現在刊行中の『新修豊田市史』にかかわる資料の収集、整理、保存、お

よび最新巻の構成・内容などについて、豊田市史資料調査会の中島学氏、山下智也氏、杉浦綾子氏にご説明

をいただきました*。見学者のみなさんには、郷土資料館が所蔵する役場文書などの簿冊や紙焼き資料を実際

にご覧いただきました。 

豊田市の稲武（いなぶ）地区にある古橋（ふるはし）懐古館の館長の西海賢二氏が学会の HP をみて参加

してくださいましたので、懐古館についてのご説明とご挨拶をいただきました。豪農古橋家の膨大な資料群

は、50年もの長きにわたって芳賀登氏を中心とした古橋家文書研究会が整理と目録づくりにあたってこられ

ましたが、近代を中心に手つかずの文書がまだまだ残されているとのこと。またぜひ懐古館を見学・調査に

訪れていただければ幸いです。 

懇親会は、10 分ほど歩いた豊田市駅近くの居酒屋で、21 名の会員にご参加いただきました。今回、事前

に出席をメールでご連絡いただきましたので、会場予約や料理の注文は滞りなく行なうことができました。

あいにく会場が狭く、開始に手間取ってしまったのですが、それでもゆっくりと親睦を深めていただけたの
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ではないでしょうか。 

 二日目の自由研究発表会では 7本の発表があり、二会場を用意いたしました。参加人数は、会員 43名、会

員外 4名、大会校院生 4名の合計 51名となりました。多くの方に参加いただけたことは大会校として何より

うれしいことでした。 

午後のシンポジウム「教育史における個別史と全体史」には、梅村佳代会員、新谷恭明会員、須田将司会

員にご登壇いただき、それぞれの立場から具体的な事例・経験に即してご報告いただきました。企画者とし

ては「全体史」についての共通理解を事前にきちんと形成していなかったため、報告者のみなさんを戸惑わ

せ、ご苦労をおかけしてしまいました。それでも、それぞれの経験に裏打ちされた具体的なお話に「個別史」

を超えた「全体史」へのさまざまな接近のあり様を学ぶことができたように思います。参加者の方から「地

方教育史学会らしいシンポジウムでした」との感想もいただきました。 

行き届かぬ点も多々あったかと思いますが、会員みなさまの暖かいご支援・ご協力により無事大会を終え

ることができました。心より御礼申し上げます。 

＊『新修豊田市史』資料編近代Ⅰ（2016年刊）と近代Ⅱ（2018年刊）は、どちらも定価 4,000円で購入できます。

豊田市史編さん室（shishihensan@city.toyota.aichi.jp）までお問い合わせください。 

 

 

【大会参加記】 

貴重な体験をしました－－大会に参加して 

                                                  梅村 佳代（奈良教育大学・名誉） 

 

 今年の大会は二日間とも快晴の天候に恵まれ、心地よい五月の風を感じての名古屋大会参加でした。筆者

は二日間とも参加しましたが、日頃ご無沙汰していた会員の方々にお会いできて話をしたり、大学時代の旧

友に会えたり、長年の空白を忘れさせられるほどに再会の喜びもひとしおでした。 

 初日は豊田市史編さん室に集合して、『新修 豊田市史』近代編の史資料を閲覧させて戴きました。広い

作業室にきちんと並べられた資料の袋の前に各人が座り、拝見しました。しかし旧友との再会の喜びが上回

ってしまい、おしゃべりしてしまい、十分読ませて戴くこともないまま、資料閲覧時間が終わってしまいま

した。おまけに閲覧させて戴いた部屋に手提げ袋を忘れ、会員の方に見つけて戴き無事にもどりました。あ

りがとうございました。 

 稲武の古橋懐古館長の西海賢二氏と少しお話が出来ました。古橋家が創った郷校「明月清風校」を論文で

世に紹介されました、本学会の会員であった木槻哲夫氏の消息を教えて戴けましたことは予想外の事でした。 

 夕方からの懇親会は狭い酒場に詰め込まれてのノンアルコールビールや食事で、若い頃にもどった気持ち

になりました。楽しかったです。 

 二日目の午前中は第一会場で三本のご報告を聴きました。田畑きよみ氏の「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――」は、日頃から熱心に全国各地を調査されていると伺っていまし

たが、伊勢国員弁郡の服部家史料から蘭学医師服部恭造や子息の服部翼が取り組んだ四日市町の泗水義塾の

英語教育を取り上げて検討されたことはうれしいことでした。他の地域の事例も聴く中で、幕末維新期の各

地の英語教育活動に込められた思いは何だったのか、「世を蒙昧から開明する」（泗水義塾創設理念）こと

なのかと関心を喚起されました。中津川や伊那谷の国学運動が農村からの民衆側からの国政参加要求であっ

たように、この時期独特の民衆の教育要求が何なのか知りたいと思いました。 
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  高田麻美氏の「東京府における学術講義」は、よく精査された報告内容であったと思います。現職教員の

資質形成に博物館が登場するのは何を意味するのか、これらの試みを規定している先行研究の批判的検討が

必要と感じました。近年の若手の研究者による文部省研究や国家史を視野に検討をするならば、どういう関

わりがあるのかなどを考えていました。 

 田中卓也氏「働く少年の読書と教養の習得――『日本少年』・『実業少年』を中心に――」では、大正期

以後の働く少年の読書と教養、そして情熱や希望さえ感ずるような内容が、『日本少年』では歴史の表面に

噴出しているのがよくわかりました。ところが『実業青年』ではあきらかな変容を遂げているのは何故なの

か、解明してほしいと思いました。 

 午後はシンポジウムでした。筆者も報告者の一人でした。テーマ「教育史における個別史と全体史」で、

新谷氏と須田氏そして筆者の報告三本がありました。事前の打ち合わせでかなり議論が盛り上がり、本番で

も盛り上がりました。報告内容は近世・近代・現代での教育史研究における先行研究の批判的検討と個別史

から全体史に何を付加したかに論点が整理されていったと思います。学問の普遍的な個別史と全体史をそも

そも論として提示された新谷氏、いま研究熱の大きな高まりの中で奮闘されている戦時下研究及び教育会研

究の須田氏の熱意が伝わる内容でした。筆者は入門帳をもとにした寺子屋研究と往来物研究、子どもの学び

の内容と教養について述べ、近世社会の民衆の識字研究・書物研究への発展と近世社会像の転換を述べたか

ったのですが、時間の制約もあり後半は不十分でした。フロアの方々の議論も十分に理解できましたので、

筆者なりの考えを述べました。反省点は少ししゃべりすぎということでした。今後の課題として継承して戴

ければ有り難いです。 

 学会シンポジウムで報告者を任ぜられるというのは、筆者の人生では稀なことでしたので緊張もしました

が、得難い体験をさせていただいたとの喜びの方が高かったシンポジウムでした。ほんとうにありがとうご

ざいました。お世話下さいました方々に感謝申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

            （写真省略） 

 

 

 

 

 

 

 

シンポジウム報告者（左から須田会員、新谷会員、梅村会員）／写真提供は渡辺典子会員 
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シンポジウム「教育史における個別史と全体史」の報告                      

大蔵 真由美（松本大学） 

 

第 61 回大会シンポジウムでは「教育史における個別史と全体史」というテーマで議論が行われた。はじ

めに吉川卓治会員より趣旨説明があった。資料集の出版やデジタルアーカイブの普及によって資料へのアク

セスが格段に容易となった現在において地域資料を用いた地域教育史研究への探求がますます盛んになって

いる。本シンポジウムでは地域教育史研究を個別史から全体史へと展開していくにはどのような方法がある

のか探究したいとのことであった。例えば、中村政則が『日本近代と民衆―個別史と全体史―』（校倉書房、

1984年）で示したところの媒介環を見つける作業や、ギンズブルクの「マイクロヒストリー」で主張された

個別の徹底によって全体を見通す可能性などは、地方教育史研究あるいは地域教育史研究に通じるのではな

いかとした。 

 これを受けて梅村佳代会員、新谷恭明会員、須田将司会員の 3名のシンポジストから報告がなされ、その

後質疑応答の時間が取られた。 

梅村会員は近世民衆教育史の立場から、近世の民衆生活における教育や学びを明らかにし、近世社会の閉

塞的なイメージを民衆が読み書きと学問を修得して文化を享受するという自律的な社会像へと転換すること

が可能であると提起した。梅村会員のこれまでの研究で扱ってきた個別史としての寺子屋及び往来物の実態

史研究の成果について紹介があり、これを踏まえて全体史としての近世民衆教育史を見ると、民衆が読み・

書き・十露盤を習って学問を修めることで新たな職業選択を可能とし、長い時間軸のなかで近世身分制社会

を弛緩、変化させていくことにつながったという可能性について述べられた。 

 新谷会員はまず日本教育史研究における全体史という認識が適切であるかどうかという問題提起を行い、

北海道や沖縄、朝鮮半島や台湾などの占領地域、外縁としての旧満州などの例を挙げて、それらの存在が日

本史及び日本教育史において重要な意味をもつことを指摘した。さらに、戦後高知県での高知教組による日

の丸普及の取り組みを取り上げて、「後にイデオロギー的に再編された歴史観が作りだした全体史を見直す契

機を与えている」と示した。新谷会員の中学校教育史研究では個別史研究をしていく過程で全体史としての

構造を固めていったことも紹介され、個別史を重ねることで戦後のイデオロギーから紡ぎ出された「全体史」

を修正する、つまり「個別史から絶えず全体史を相対化する」ことが教育史を成立させると述べられた。 

 須田会員からは総力戦体制化と教育史研究という立場から、先行研究を全体史として整理し、それに対し

て個別史はどのような成果を紡ぎ出し、媒介環あるいは全体史再考の契機となったのかという点について提

起がなされた。須田会員は官製的と見なされてきた報徳教育（学校常会）や教育会について明らかにするこ

とを通して、国家と児童生徒・地域民との間に立った教員が国策へ動員されるのみならず、主体性を発揮し

ていたことを指摘した。これを踏まえて「時代的制約のなかで生きざるを得なかった個々に内在する、受動

と能動（主体）との共存や、未発の可能性（異なった様相を生み出したかもしれない思想や実践）の析出と

いう研究視角」の有効性を見出したこと、さらに戦後 70年の教育史研究への展望について見解が示された。 

 以上の報告を受けて次のような質疑応答がなされた。まず、個別史研究としての事例の選択をどのように

行うのかという質問については、報告者それぞれの研究上の資料との出会いや、それらをどのような課題意

識から取り上げたのかについて語られた。「個別史から全体史をどのように考えればよいのだろうか」という

質問については、各シンポジストの経験を踏まえた示唆に富んだ発言がなされた。梅村会員は個別の研究を

する時に常に全体史を意識する必要があると述べた。新谷会員は個別史と全体史の往還、つまり相互に相対

化する作業が必要であることを示した。須田会員からは自治体史の編さんに関わった経験から、一定の全体
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史がない状況において平成の記述をすることは困難を極めたと紹介があった。 

 本シンポジウムで各シンポジストより提起された話題は、「教育史における個別史と全体史」という視角か

ら、教育史研究のこれまでの業績に新たな光を当てる意義深いものであった。おりしも全国の教職課程の再

課程認定申請が進められるなかで教職課程コアカリキュラムも示され、教育史の講義における全体史の扱い

について議論を深める必要性を感じていたところであったので、シンポジウムでの成果を踏まえて個別史と

全体史との関係性について今後一層の探求を行いたいという思いをもった。シンポジスト及び司会の各会員

に感謝の意を表したい。 

 

 

 

 

 

 

 

                （写真省略） 

 

 

 

 

 

 

 

シンポジウム会場（吉川会員による報告者紹介）／写真提供は渡辺典子会員 

 

 

【総会報告】 

〔1〕幹事制度について 

常任幹事・全国幹事の役割につき、制度設計の原点に戻ることが確認されました。 

幹事を常任幹事・全国幹事の 2種に分けたのは荒井明夫元事務局長の時代でしたが、当初、常任幹事は総

会に代わって重要事項を審議するだけではなく、シンポジウムの企画・運営を行うことが任務の「実働部隊」

でありました。古参の会員は毎年 12月に翌年春の大会シンポジウムを見据えたプレ・シンポジウムが開催さ

れていたのをご記憶かと思います。 

しかし、昨今の大学改革をめぐる会員の多忙化によって、10年ほど前からプレ・シンポジウムは開催する

ことが困難になり、消滅してしまいました。それ以降、本学会も他の多くの学会の理事・幹事などと同様に

常任幹事は「代議員」と化し、シンポジウムの企画・運営は大会校を承引される会員（多くは幹事）にお任

せするようになって現在に至っています。 

しかし、それではシンポジウムの負担が重いため、大都市部の有力大学を中心に開催せざるを得なくなる

のは明らかです。研究発表・シンポジウムのみならず、資料見学会の開催を特徴とする本学会にとって、そ

れは死に至る病と言わざるを得ません。昨年度の佐渡大会は大成功でしたが、超人的な企画・運営力を持つ
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会員が献身的にほとんど全てのお仕事を引き受けて下さったおかげであり、その僥倖を再び期待することは

現実的ではありません。地方都市で、デジタルアーカイヴズや ILLでは見られない個性的な地方教育史に関

する資料を見学するため、会員が一人しかいない大学（場合によっては大学のない地方）で大会を開催でき

る仕組みを構築しなければ、本学会の存在意義は失われてしまうでしょう。 

全国幹事も同様で、本来の任務には各地方の教育史研究に関する情報を会員に提供することが含まれてお

りました。こちらの仕事もいつのまにか成されなくなってしまい、常任幹事より招集される会議が少ない幹

事というだけの存在になっております。 

こうした状況を打開すべく、本年 3月に開催した前の常任幹事会・全国幹事会で検討した結果、とりあえ

ず今後 1期は原点に立ち返って仕事をすること、それがうまく機能しないようであれば幹事制度を一本化し

て善後策を検討する、ということを決定しました。すなわち、今回の総会で選出される常任幹事は（大会校

が希望する場合を除き）大会シンポジウムの企画・運営を行うこと、全国幹事は在任中に一度は居住地また

は研究フィールドに関する地方教育史研究の現状や資料紹介などを通信で報告することになります。なお、

研究発表の申込みや司会の手配は従来通り事務局で担当し、開催経費は学会会計から支出します。 

この結果、今後は大会開催にあたり、大会校のお手を煩わせるのは、①会場借り上げとアルバイトの手配、

②資料見学会の企画、③懇親会の企画といった事務的な業務に限られることになりました。会員の皆さまに

おかれては、大会校引き受けを打診され、「ここは地方大学であり、自分は幹事でもないのに、大会校なんて」

と当惑されることもあろうかと思いますが、本学会は地方に立脚した学会です。その節には是非ご理解を賜

り、開催地の全国展開にご協力下さいますよう、心よりお願い申し上げます。 

 

〔2〕会長・幹事について 

通信第 141号でお知らせしたように、「全国地方教育史学会役員選考規程内規」に基づき、人事案件 2件

について審議しました。 

① 常任幹事会が推薦した新しい会長候補（吉川卓治会長の再任）。 

② 新しい会長候補が公表した次期幹事名簿（常任幹事 12名中 10名、全国幹事 8名中 6名の再任）。 

その結果、いずれも原案通りに可決・承認されました。新しい会長・幹事の任期は 2018 年大会までの 2

年間で、顔ぶれは以下の通りです（アイウエオ順、敬称略）。 

 

会  長 

 吉川卓治（名古屋大学）再任 

常任幹事 

 荒井 明夫（大東文化大学）再任      熊澤恵里子（東京農業大学）再任 

佐々木尚毅（群馬県立女子大学）再任    佐藤  環（茨城大学）再任 

須田 将司（東洋大学）再任        菱田 隆昭（和洋女子大学）再任 

三上 敦史（北海道教育大学）再任     湯川 次義（早稲田大学）再任 

吉野 剛弘（埼玉学園大学）再任      渡辺 典子（武蔵野美術大学・非）再任 

全国幹事 

大矢 一人（藤女子大学）再任       木村 政伸（九州大学）再任 

久保田英助（愛知みずほ大学）再任     小宮山道夫（広島大学）再任 

白石 崇人（広島文教女子大学）再任    野口 穂高（早稲田大学）再任 
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〔3〕来年度の大会校について 

 2019 年度の第 42 回大会は荒井明夫会員にお世話をいただき、大東文化大学（板橋キャンパス）で開催す

ることに決定しました。資料見学会は大東文化歴史資料館（大東アーカイブス）です。詳細については次号

以降でお知らせします。 

 

〔4〕会則改正について 

昨年度の通信第 139号でお諮りした会則改正の件ですが、総会で原案通り可決されました。以下、改正部

分をお示しします。なお、全文は公式HPに掲載しております。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

現行の会則に、以下の条文を挿入する。 

第 15条（所在地） 

   本学会の所在地は、事務局長の所属機関の所在地とする。ただし、事務局長が必要と認める場合は、

指定する任意の場所を所在地とすることができる。 

第 16条（設立年月日） 

   本学会の設立年月日は、1979年 10月 14日とする。 

 

（※これに伴い、従来の第 15条を第 17条に、第 16条を第 18条に繰り下げる。また、附則 1）の会則改正

日は第 41回大会（2018年 5月 27日）に変更となる。） 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

 

Ⅱ．諸連絡 

【入会・退会・異動】（2017年 4月 1日現在・敬称略） 

・退会：菅田明子（法政大学・院）、田中武徳（田中歴史文化財団）、小林優太（名古屋大学・院）、田島昇（桑

折町史編纂室、ご逝去） 

・入会：椎名渉子（名古屋市立大学） 

・異動（新所属先のみ記載）：大蔵真由美（松本大学）、杉山実加（名古屋女子大学短期大学部）、田中卓也（静

岡産業大学）、吉野剛弘（埼玉学園大学） 

 

【寄贈図書】 

・梶山雅史編著（2018）『近・現代日本教育会史研究』不二出版、全 529頁、ISBN：978-4-8350-8121-2、本体¥6,600。 

・滋賀県教育史研究会編（2018）『近代滋賀の教育人物史』サンライズ出版、全217頁、ISBN978-4-88325-640-2、

本体¥2,200。 

※今号より紀要・抜刷については掲載しません。 

 

Ⅲ．事務局より 

【会費納入ならびに『地方教育史研究』発送の延期について（お願い）】 

本年度大会に参加されなかった会員の皆さまには、2018（平成 30）年度会費の納入をお願いします。今回

の通信に金額入り（¥4,000）の振込用紙が入っている方は昨年度までの会費納入が終了しておりますので、
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今年度分を納入して下さい。金額なしの振込用紙が入っている方は未納分がありますので、封入したメモを

ご覧になり、未納分も納入して下さい。ゆうちょ銀行から納入完了の連絡を受けましたら、速やかに『地方

教育史研究』を発送します。 

 

【会員名簿について】 

現在、会員名簿の編集作業を行っております。①氏名
ふりがな

、②所属機関、③住所、④電話番号、⑤e-mail アド

レス、⑥現在の研究テーマ、の 6 項目を登録されていない方、あるいは変更があった方は、7 月末日までに

下記の事務局メールアドレスにご連絡下さるよう、お願いいたします。ご退職に伴って名誉教授になられた

方も、その旨、ご一報下さい。 

なお、所属機関がある方については、個人情報保護（ならびに異動を伴わない転居の際の事務手続き簡略

化）の観点から、住所・電話番号を所属機関とされるようおすすめいたします。 

 

 

 

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 北海道教育大学札幌校 三上敦史研究室内 

 TEL／FAX： 011-778-0380 

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

 

公式HP ： http://www.waseda.jp/assoc-zckyoiku/ 

 


