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します.当日は友の会により､だるまや
福あめなどの初売りをおこないます｡

1月3日は博物館へ行こう!
【叩也時Nl]午前9時一年飴3時
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学部松本の康一鼓せ･立代､学びの場
千/) }1･ll I,･ん

｢単数館の歴史を凍る〜松本にあった盈学〜｣開催によせて
口はじめに
漫画『おれは直角』の舞台となった萩藩(山口県)･

めし･り人かん

8崇教館の学びを探る
さらに､松本市立博物館は､崇教館の教科書の
印刷に使用されたと推測される『中庸』の版木を
〜..>/lよ･‑l

明倫館､早稲田大学の創始者で内閣総理大臣にも
なる大隈重信の学んだ佐賀藩･弘道館､横井小楯･
井上毅･元田永字といった明治維新を思想的にリー
ドした人物や明治政府の制度､思想的な骨格を作
り上げた人物を数多く輩出した熊本藩･時習館等､
全国には有名な藩校があります｡また､佐久間象山
が創設に関わり､教授として教えた松代藩･文武
学校､近代音楽教育等の第一人者であり､師範学
校制度の創設に尽力し､東京師範学校の校長とな
る伊沢修二らを輩出した高遠藩･進徳館等､県内
し▲･lJ/‑1人

こJ)L

I‑A/Jt

I̲･山

にも全国に知られる藩校がありました｡
そして､松本にも藩校が存在しました｡ ｢禁教館｣
と呼ばれていたと推定されています｡この藩校は､
そ･l,さ上うかん

初代文部次官として帝国大学令や中学校令の公布
に携わり近代日本の高等教育制度を築いた辻新次
や､県歌『信濃の国』の作者･浅井例を輩出して
1t,)

います｡

日崇教館の設立を探る
藩校とは､文字通り江戸時代に諸藩が藩士を教
育するために設けた学校です｡後には下級武士､
庶民に開放される学校も現れますが､多くの場合､
上級武士の子弟を対象としていました｡江戸時代
後期から全国各地に設立されるようになり､その

所蔵しています｡ 『中庸』は古代中国の思想家･孔子
を始祖とする儒学の文献の中でも､最も重要な『四書』
と呼ばれる教典の一つで､｢過不足なく偏りのない
徳｣を説いたものです｡

また､松本市中央図書館には｢崇教館文庫｣と
いう名称で､崇教館で使われた教科書と思われ
る文書を含む､膨大な文書群が所蔵されています｡
中には｢水戸黄門｣としてお馴染みの､水戸徳川
家2代藩主の光園が編纂を始めた歴史書『大日本
史』の写本と推測される文書もあります｡
このように､崇教館に関連するとされる史料は
各所にあり､藩士の子弟が学んだ内容の一端をう
メ｣りく【こ

かがうことができます｡

Elおわりに
崇敦館の足跡や授業をうかがい知ることができ
る史料についてふれましたが､実は､藩校がいつ
出来たのか､どのような営みがあったのか､松本
藩にどのような影響をもたらしたのかといった
様々な問題はよく解明されていません｡崇教館は､
謎多き学校なのです｡ ｢崇教館｣という記述も､史料
の中からほとんど見出すことができません｡しかし､

本展をとおして松本藩士の子弟たちにも学びの場

数は200を超えたといわれます｡

があったこと､そして､そこで使用されていた教

松本藩では藩主水野家の時代､学問所設置等の大
規模な事業や､著名な教師は確認されていません｡

科書と推測される文書が現在も残されているとい

水野家の次代､志摩鳥羽港から松本藩へ移った戸田氏
のもとでは､教場の設置･整備･著名な学者の招碑
といった動きが見られます｡戸田家は､歴代学問を

して現在､学都松本には松本市立博物館の活動を
含め､多彩な学びの場が豊富にあります｡本展を

し▲･Ilへい

^んさいはヤしらぎ人

好み､美濃加納藩主の時代にも山崎闇斎や林羅山と
いった高名な学者に学んだ人物が家中にいて､藩士
の子弟の教育にあたっていました｡

うことを皆様に知っていただければ幸いです｡そ

機に､江戸の学びを知り､私たちの周りにある学
びの場を見つめなおしてみませんか｡
(松本市立博物館

学芸員/草間厚仲)

崇敦館は､戸田家の代に築かれたとされています｡
この時代の城内を描いた絵図には､上級武士の邸宅

に隣接して｢御学問所｣という記載があり､現在の
日本銀行松本支店の北側､松本市役所本庁舎が所在
するあたりの柳町通りに面して存在していたと推測
されています｡この場所には現在､日露戦争の日本
海海戦で有名な元帥海軍大将･東郷平八郎の筆によ
る｢明治天皇聖蹟｣碑があり､この地が師範学校､
中学校､松本女子職業専門学校､そして｢崇教館｣
の旧跡であることが示されています｡
また､松本市立博物館には崇教館の内部を描い
た図面があり､教場の様子を知ることができます｡
2

版木r中fRJ

宍教館の教科書として
使われたと考えられる
F中nhの版木｡

学都松本の礎‑近世･近代､学びの場

r崇教館の歴史を探る〜松本にあった藩学〜｣

2月1日〇一3月16日●

[会場]松本市立博物鋸2階特別展示室

[観覧料]通常観覧料

霊文旧開智学校Tel.0263‑32‑5725

学部絵本の康一鼓せ･立代､学びの揚

重文旧聞智学枚｢開智学枚からはじまった近代の学び｣
｢私共は不幸にして学校へもあがらず､子守に参
りましたが､先生や御主人のおかげ様で文字や子
供のしつけ方などおしえていただき‑｣
これは子守教育所卒業式での答辞の一節です｡
子守教育所は､明治32年(1899)に学校に遊びに
来ていた子守奉公の子どもたちに､ "幾分の教育を

加えたい"という教育熱心な若い教師の思いからは
じまったといいます｡

この子守教育所に代表されるように､開智学校
には様々な教育のための施設が誕生し､教育に関
する多くの取り組みが行われてきました｡子ども
たちのためにという教員の思いから生まれたこれ
らの施設や取り組みは､現在もその多くが松本の
学びを支えています｡重文旧開智学校では､開智
学校からはじまった事柄を取り上げ､学都松本を
けん引してきた開智学校の歩みを紹介します｡

□開智学校からはじまった教育施設
私たちの松本市立博物館が開智学校の中に誕生
したことはみなさんご存知でしょうか?このほか

に開智学校から派生し独立した施設をあげると､
源池･筑摩･清水･旭町などの各小学校をはじめ､
松本市中央図書館､松本市立松本幼稚園､松本美
須々ケ丘高等学校､松本探志高等学校､信州大学
教育学部附属松本小学校､松本盲学校などがあり
ます｡これらは時々の教育課題の解決を図るため
誕生したものが多く､学校の教育環境の向上を願
う教師たちの思いの表れでもあります｡
その一つ､中央図書館の前身の開智沓籍館の設

心身の健康増進を図る林間保育や､芸妓の修行に
出ている子たちなどを対象にした裏町特別学級と
いった取り組みがなされました｡
大正8年(1919)にはじまった林間保育は､その

設置日的に｢虚弱なる｣子どもを捨て置かない
ためと書かれています｡夏休みの内の30日前後､
20‑30人の子どもを引率し､自然の中で一日遊ば

せる教師の苦労は多大なものがあったと思われま
す｡子どもにも｢私たちをあそばせて 先生一人
ははたらいて ほんとに先生ごくろうだ｣などと

歌われているほどです｡しかしこの苦労のかい
あってか健康状態が良好になった子が多いという
報告が残されています｡
El学都松本の礎
このように､開智学校誕生後の施設や取り組み
は､学校の教育環境を良くしようとする教員を中
心とした大人たちの熱意から生まれています｡学

̲I i.I :

立の目的をみると､ ｢学科ノ何タルヲ間ハズ須要ノ

都松本の屋台骨となってきた開智学校ですが､本
当の礎は各時代の学校に関わる人々のチビも達へ

書籍ヲ蒐集シ館員ヲシテ学術研究ノ便利ヲ得セシ

の思いといえるのかもしれません｡

上り.;.L, 1l̲ざ山

ムルニアリ｣とあります｡当時の校長寄藤好実が､

教員は広く新しい知識を要するが､薄給などで新
著を読むことが出来ないのは追憶として､有志を
募り設立の運びとなりました｡設立当初から｢漸
次其規模ヲ拡張シ他日松本文庫創設ノ素地ヲ開ク｣
とされていたように､学校内から公的な図書館へ
と発展させようという構想があったことも見逃せ
ません｡

Eg開智学校ではじまった新たな取組み
開智学校では教育に関する先進的な取組みが多
く行われています｡教育課程に明記されるより早
い段階で､低学年の小学生に図画教育をはじめる
といった取り組みもその一つです｡

また､子守教育のほかにも､特別な事情をもつ
子どもたちへのアプローチを積極的に行っています｡

体の弱い子を夏休み期間中近くの森で遊ばせて

今回の記念展では､その全てをご紹介すること
はできませんが､上で紹介した事柄や‑市一校制
など､特徴的なものを中心に展示します｡また､

成城学園創設者で近代教育の指導者揮柳政太郎が
開智小学校で学んでいた緑から､成城学Llより資料
をお借りし､開智学校との関わりを中心に揮柳を
紹介する展示も設けます｡
開智学校開校140周年記念のフィナーレを飾るこ
の記念展､ぜひご覧ください｡
(重安文化財Irl開智学校校舎

学芸H ′遠藤IL･‑.教)

学都松本の礎一近世･近代､学びの場
r開智学校からはじまった近代の学び｣

2月1日㊤〜3月16日○

[会場】重要文化財旧開智学校校舎

[観覧料]通常観覧料
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考古博物館から
｢崇教館の歴史を探る〜松本にあった藩学〜｣

℡0263･86･471 0

℡0263･48･3440

空穂生家百人一首教室

ショーウインドー屈

｢大発見から40年!弘法山古墳のたから｣

日

時11]11uH･.) ′r･前10時〜iJ:J.午

｢崇救銘｣｡その歴史に迫るとともに､現代､

人名町遡りの八l･二銀行ウインド‑ギャラリーで､考lIl'博

会

城

私たちの周りにある学びの坊を見つめ直し
ます｡崇救銘で使用されたと考えられる赦
科書など.松本市に残された史料を中心に
各種関係品を紹介します｡

物館で展示している弘法llrl11'1nLu I･.rf料を写I'1.パネル

参加料

で柳介します,)

講

江戸時代､松本計の井草であったとされる

会

期

2月1日(土)〜3月16t](日)

会

甘

松本市立博物館
2階特別展示室

観覧料

会

期1月13口(FJ)〜2FJ7日(金)

会

場

浬m乍拙生家

無料

師!j:沢尚武氏(Ll,1･スクールカウンセラー)

申込み

当lほでに'Lu店で津m空轍正己念館へ

八十二銀行松本営業部1階
ウインドーギャラリー

観監科

無料

℡0263･33･1 569

通常観覧料

企画展｢アフリカと中南米の民芸｣
‑美に凶堀はない‑1｣丸rh太郎の.i'柴の一節です̲収

｢開智学校からはじまった近代の学び｣

2月1日(土)〜3月16日(日)

場

蛮要文化財旧開智学校校舎

会

毘

期

会

｢祝いを告げる大幡(おおのぼり)｣

期叫科

会

示いたしますー

平成26年松本あめ市歴史展示
会

蔵品のIllから民族色たかな77リかIl)南米の品々を展

会会軌

開智学校から松本市のtl物舟や回書銘､幼
稚閲などが是生していった様子や､子守赦
育･林間保育などの特散的な取り離みを紹介
します｡また､開甘学校で学んだ洋柵政太郎
もあわせて栖介します｡開校140樹年記念展
の食後を飾る展示です｡

℡0263･36･0969

期1月4日(土)‑2月2日(‖)

場

松本市時計博物館

観た科

llJ28H(火)‑4月27H(‖)

松本民芸館
血常糾艶科

3聯lL>画展示舅1.,I̲

無料(ただし1､2階常設矧ま有料)

槻覧科 通常観覧料
アフリカ
ローデシアの枕
(木工)

企画展｢中町今昔物語｣
松本の商某の中心地であった中町の明的以降の変過
を写氏や幣科で解介します‑J

物
｢道祖神祭り･コトヨウカ行事
一市民学芸員による民俗調査発表‑｣

会

期1月11日(上)〜2月11日(火)

会

槻

期1月3口(金)〜1月20口(〟)

会

場

｢やし上うま｣はお釈迦様の617日のお供え物で.米粉を苑
日

税毘科 通常組乾料

時

2月2日川)午後1時〜3時

会 場 下金井公民飽
参加料 500m(材料難)
定

BO26318515070

松本市)tL博物館2隅特別城示基

枕毘科 油骨組仁科

体験講座｢楽しい!やしょうま作り｣
し､絵柄をつけて作るIX2しい食べ物です｡

松本市はかり幣料館

平成25年2月から3月におこなったrh'民学芸Llによる民俗
朋盤の成米を写i'(･パネルとともに党衣します̲
会

¥

f1 20人

対 象 小学生以上
講 師 横山律子氏(郷I･̲料理研究家)
持ち物

内田のおんべ祭り見学会

申込み

タオル､エプロン､マスク

松本民芸館へ

･Tl̲安文化財馬糊米住宅周辺で行われている｢内uJのお

ジオラマコーナー展｢新春を告げる馬｣
えi:

‑‑J王

､FF･成26句:.の｢文はT･です二r･文にちなんで､人と馬のか

んべ祭り｣ ( rff無形･Tt:%‑･民俗文化財指定)を比学します｡
日

時1月14u(火) iJ:̲'fニー‑'r･後4時

参加料

かわりを､所蔵rr料や松本周辺の幣料をご乾いただきな

定

がら醐介します̲.

その他

会

申込み

期lJJ3H(金)〜lj131u(金)

200円

11 10名

行程はすべて従'11･での移動となりますo

馬場家作宅へ

会 場 松本市立博物館l肝ロビー

枕托科 通常観た料
℡0263･35･6226

年中行事シリーズ｢まゆ玉サービス｣
日

時1月141日火)10時〜なくなり次第終｢

会 場 松本市立博物館1聯ロビー

第124回サロンあかたの森
｢素敵な憲法に乾杯!

〜フツーの人がリッコーホ?｣

刺I本人も'3艶をきっかけに. ､l'‑･和や現場関越などの市民

から

t10263‑47.451 5

ジ｣を阪･JCLます｡

今L:1分たちができることは何か.お目lfJ･いただきますJ

価 格1佃600JIJ(税込)
場 所 松本IrJ‑立博物館
松本rTfI時j十博物館
糊 閉 校本市̲捌呼物餌ではIF]3日(金)から､松

H

会

歴史の里写真展Ⅰ
会

会

時1月Ilu(上) ′r･後1時30分〜4時

場

聴講料

歴火の里の!.A.t･桝や1句三FZIJの行IJiを1i:主■主で郁介します･

講

あがたの森文化会館ト5教室
撫掛川1込不'R‑･)

師

神津ゆかり氏(赤つぶの会代表)

本市時,汁博物館では1月4H(土)から
駁･).i:を閲始します,̲

期12円141日上)〜2月23日(日)

切

挽毘料

毎勾ミ恒例の綜超物｢'宝船L抽神とr･文ピンバッ

迎勅に取り組むようになった,講紬から､次の世代のために

なくなり次第取I^:終了となります｡

離史の取日根野地方汲判所松本支.LYB庁合
通'.;;i'観毘料

あとがき
｢鵬｣のキーワ‑ドをや料･TT稚システムに入力したら.本.∫.･の悼物鰍こは
.(.略に関する幣料がたくさん収峨されていることがわがはした 人と帖のか

発音i l'‑1岐26il･'･lf]1日

かわりの探さを物..行っているのでしょうか

〒390･0873松本11i丸の内4帝1 11･ TeL0263‑32‑0133 L'RL:http: lvlVW.matSu･haku.eon

けようと思いました

4

F'7't:前の).1紺i糾l‑;‑に花を手II')I
(K.い
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