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大 平 聡

nWƒj

2013年 4 月12日#登米市歴史博物館˜訪問V#登米市内m小・中学校j

保管T’eC‘学校資料m調査˜提案V^Rgj#登米市内学校資料調査n

始}b^"対応VeC^_C^小野寺智哉学芸員n調査m必要性˜S理解N

_TŒ#}Y#教育長宛#資料調査m意義g方法˜説明X‘文書˜作Œ#教

育長m了解˜得eJ‹#登米市歴史博物館g宮城学院女子大学人間文化学科

大平¸Ûgm共同事業gVe行E方針˜立e^"早速教育長宛#文書˜作

Œ(1)#小野寺学芸員ŠŒ教育委員会j届PeC^_C^gR“#教育長m許

可K下Œ#調査˜行ERgKfL‘Rggib^"教育委員会J‹n#校長

会f校長先生j直接説明X‘機会˜与G‹’#6 月 5 日j開催T’^校長会

f説明X‘機会˜得^"Rm時#説明文書(2)˜配布V#調査m目的#調査方

法m概略˜説明V^上f#各学校jIJ’en#Rm際#普段整理m手Ki

JiJ及oiC文書棚等m整理mI手伝CgS理解C^_L^Cg述x^"

実際#文書置L場m整理˜I手伝CX‘Rgjib^¬ôμK少iJ‹YA

b^"

校長会fm説明m後#小野寺学芸員K各学校j所蔵資料j関X‘›ï¬ô

Ä調査˜行be#\m結果˜I知‹ZN_Tb^"R’n調査日程˜組‚上

f非常j役j立b^"小学校22校#中学校10校gCE数m多Tj加G#合
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併jŠbe広域化V^登米市内˜効率的j回‘^ƒ#A‹JWƒ資料m分量

˜知beINRgn不可欠mRgfA‘"R’jŠŒ#半日調査#全日調査

m区別˜行b^上f#移動距離˜勘案V#訪問日程˜組™f各学校j打診

V#調査日程˜確定VeCb^"

調査n#第一j目録作成m^ƒm撮影˜行C#次j#学校日誌m全頁撮影

˜行ERggV^"学校日誌m全頁撮影n#当初n昭和14年度J‹昭和21

年度m分˜行ERg˜予定VeC^K#調査˜始ƒ‘g#明治・大正jTJ

m{‘日誌K多N残存VeC‘RgK•JŒ#撮影機材„充実VeL^m

f#昭和21年度以前m日誌Xxe˜全頁撮影X‘方針j切Œ替G‘Rgg

V^"校長会fm説明˜変更X‘Rgji‘mf#各学校˜訪問V^際#方

針m変更˜伝G#御了承C^_C^EGf#撮影˜行b^"目録作成後#各

学校j目録gXxem撮影Ãô»˜収ƒ^Ãœμª˜I届PV^"登米市歴

史博物館jn#目録g全撮影Ãô»˜収ƒ^外付PËôÅÃœμª˜I届P

V^"以下#作成V^目録j基dL#調査概要˜学校Sgj記VeCNRg

gX‘"

（一）登米市登米町教育資料館fm資料整理g調査

登米市内fm学校資料調査j取Œ組‚LbJPgib^mn#\m前年j

行b^登米市登米町教育資料館（旧登米小学校木造校舎）fm資料整理作業

g調査fAb^"}Y#R’jcCe述x‘RggX‘"

2012年 2 月14日#登米町教育資料館˜見学V^折#木造校舎東二階m資

料展示室j学校日誌K展示T’eC‘Rg˜知b^"戦時中m日誌„含}’

eIŒ#調査TZeC^_L^Cg受付m方j尋l‘g#隣接X‘観光施設

内mgŠ}振興公社˜案内T’^"事務室˜訪問V#趣旨˜説明X‘g#一

階m資料保管庫j充e‹’eC‘教室˜案内T’#膨大i資料K保管T’e

C‘Rg˜確認V^"VJV#資料m保管状況n必YV„十分g言C難C状
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況fAb^"扉付Lmå¿ªj収ƒ‹’enC‘„mm#棚jnzRŒK積

„Œ#史料j„埃K^}beC‘状態fAb^"\Rf#調査˜TZeC^

_NJ•Œj#資料˜保存封筒j収ƒ#T‹j所在K•J‘ŠEi目録˜作

成X‘Rg#\m^ƒm資材g労力nXxe当方f提供X‘申V出˜行b

^"応対C^_C^方n#受P入’^CK#教育委員会m承諾˜得‘必要K

A‘gCERgf#早速#連絡˜gbeC^_NRggV^"教育資料館m

資料n#生涯学習課文化財担当m所管gibeC^"連絡˜gbeC^_C

eJ‹#XO同課˜訪問Ve趣旨˜説明X‘g#教育長宛m説明文書˜提出

X‘ŠES指示˜C^_L#早速文書˜作beI届PV^(3)"

間„iN#許可˜C^_C^mf#再度教育資料館˜訪問V#改ƒe資料

保管教室˜見ZeC^_C^"gjJN資料m数K膨大f#R’}fmŠE

j保存封筒m上書L˜現場f行ERgn非効率f#A‹JWƒ大学f封筒m

上書L˜行beINRgK必要fA‘g判断T’^"\RfgŠ}振興公社

j目録niCJg尋l‘g#Jce小学校J‹移管V^時j作成T’^目録

Ãô»KA‘gCERgf#早速\m提供˜I願CV#大学j持`帰beR

m目録j従C#保存封筒m上書L作業˜行b^"\Ve年度K変•b^ 4

月J‹ 7 月jJPe#10回j•^Œ#作業˜行b^"保存封筒wm収納作

業n始ƒm 3 回程m作業f完了V^"\m結果#目録jn記録T’eC‘

K#実物KiC資料K何点JA‘Rg˜確認V^"}^#展示室j展示T’

eC‘資料mE`#劣化K顕著i資料n#展示室J‹引L下QeC^_NR

ggV#日誌m展示„#Ÿïª記載m„mn表紙j置L換G#墨書Lm日誌

˜広Q‘ih#一部展示m改善„行b^"

残Œm調査期間n\m大部分˜日誌m全頁撮影j充e^"登米小学校j

n#青年学校g\m前身jA^‘農業補習学校・青年訓練所m日誌„良好j

残T’eC^^ƒ#全頁撮影j多Nm時間˜費†XRggib^"実n#教

育資料館n東日本大震災f土壁j亀裂K入‘ih#JiŒm被害˜受P#修
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復工事K行•’‘RggibeC^"調査˜修復工事K始}‘}fj終了T

Z‘必要KAŒ#JiŒ急Cfm作業gib^"幸C#工事K始}‘}fj

予定VeC^作業˜Xxe終•‹Z‘RgKfL^"\m後„#撮影V^

Ãô»˜用Ce展示用ÍÉç˜作成V#gŠ}振興公社wm提供˜続PeC

‘"iI#撮影Ãô»nXxe#gŠ}振興公社j外付PËôÅÃœμªj

入’e届P^"

Rm経験J‹#登米市内jn#他j„}_登米小学校zhm規模niCj

V“#古C学校日誌˜所蔵X‘学校KA‘RgK推測T’#登米歴史博物館

j登米市内m学校資料調査˜提案X‘Rg˜思CcC^mfA‘"

（二）登米市内小学校調査m成果

登米市内m22m小学校全校m調査˜完了V^"以下#学校Sgj#調査

結果˜略述X‘"詳細n#別添m各学校資料目録˜参照T’^C"

 浅水小学校

日誌n#大正 9 年度以降m„mK良好j残beC‘"^_V#大正 9 年

J‹昭和26年}fm日誌n#Xxe浅部分校m日誌f#本校m分n残be

CiC"本校m分n#昭和35年度以降m„mK残beC‘"

学籍関係文書（学籍簿#修・卒業台帳等）n#明治18年度以降m„mK

JiŒ良好j残beC‘"\m中jn#水越小学校#小嶋支校（分教場）m

„mK見G#学校m変遷˜知‘上f貴重fA‘"

 石越小学校

日誌n#本校m分K明治41年度m„mJ‹残beC‘"VJV#明治期

m日誌n41年度m 1 冊m~f#大正期m„m„ 2 冊VJ残beCiC"昭

和 5 年度J‹連続的j残beC‘K#昭和10年代m日誌n半分zh失•’
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eC‘"注目T’‘mn#分校m日誌K多N残T’eC‘Rgf#赤谷分

校・南郷分校・小谷地分校・黒山分校・東郷分校m日誌KA‘"大正期jT

Jm{‘分校K 2 校A‘"沿革誌„#分校m分K保管T’eIŒ#統合m

際#本校j集積T’^RgKŠN•J‘"

学籍関係資料n#昭和初年m„mJ‹残beC‘"

注目T’‘資料gVe#大正末期J‹昭和初年m「教授目録」KA‘"教

育内容˜具体的j知‘RgKfL‘資料gVe重要fA‘"

\m他#特色A‘資料gVe#明治29年g昭和10年m年号˜記X棟札 2

点KA‘"

 石森小学校

日誌n大正15年度以降m„mK良好j残‘"農業補習学校m日誌K含}

’eC‘"

学籍関係資料n#明治26年以降m„mK非常j良好j残beC‘"

統合T’^小倉分校m資料gVe#沿革誌g昭和 3・4 年次m学籍簿KA

‘_PfA‘"

 上沼小学校

戦時中jTJm{‘資料gVen#学籍関係資料K残beC‘_PfA‘"

日誌n戦後m„mVJiN#昭和25年度m„mK„bg„古C"

桜場小学校m資料gVen#沿革誌K残beC‘_PfA‘"

上沼小学校m資料gVe注目T’‘mK青C目m人形fA‘"仙台市歴史

民俗資料館m青C目m人形j関X‘調査報告˜見‘g#青C目m人形˜受P

入’^時期m学校日誌K紹介T’eC‘K#今回m調査fn発見X‘RgK

fLiJb^"廃棄T’^可能性K高C"
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 加賀野小学校

日誌n戦時中jTJm{‘„mniCK#昭和23年度以降m日誌n完存

VeC‘"学校日誌niCK#沿革誌nŠN整理T’保管T’eC‘"

古C資料gVen#明治35年度以降m卒業証書授与台帳#大正 2 年度以

降m旧職員履歴書KA‘"

古C資料m点数n少iCK#明治43年11月J‹昭和28年j至‘「視察簿」

K残beC‘Rgn特筆j値X‘"「視察簿」n錦織小学校j„残T’eI

Œ#比較検討K期待T’‘"

 北方小学校

大正15年度以降m日誌K残beC‘K#昭和19年度}f 9 冊K残‘m~

f#昭和qgP^年代n#昭和 6 年度m~fA‘"昭和 6 年度m日誌n#

小学校m日誌fniN#農業補習学校m日誌fA‘"農業補習学校m日誌n

Rm 1 冊m~fA‘"学校日誌以外m日誌K残T’eC‘RgK興味深

C"昭和37年度以降m用務員日誌（昭和45年度}f）#昭和57年度以降m業

務日誌#昭和51年度以降m警備日誌KA‘"他j#施設貸与日誌#給食日

誌#公用車運転日誌KA‘"

学籍関係文書n#明治33年以降m„mKJiŒ良好j残T’eC‘"中

jn#統合T’^日向小学校m„m„含}’eC‘"

 佐沼小学校

日誌n大正 9 年度以降m„mK残T’eC‘"実業補習学校m日誌„昭

和 5・7・9 年度m„mK残T’eC‘"

卒業台帳以外m学籍関係資料n見‹’iJb^K#卒業台帳n明治36年

度以降m„mKJiŒ良好j残T’eC‘"

注目T’‘資料gVe#昭和 3 年～13年度m職員会議録KA‘"今回m
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登米市内調査f他j類例K見‹’iC_PfiN#R’}f行beL^県内

m調査f„初見資料fA‘"昭和初年m教育現場jIP‘教師側m記録#学

校経営m実態˜伝G‘資料gVe期待T’‘"}^#大正15年～昭和15年

度j至‘佐沼町教育会m「記録」„注目T’‘資料fA‘"

写真資料K豊富j残T’eC‘Rg„注目T’‘"「朗読会」„VNn

「校長考査」˜撮影V^„mfniCJg推測T’‘#教育状況˜g‹G^

写真„見‹’^"

統合T’^森小学校m資料n極ƒe少量VJ残T’eCiJb^"沿革誌

n保存T’eC^"森小学校m旧校舎j残T’eCiCJ#小野寺学芸員j

確JƒeC^_C^K#残念iK‹残T’eI‹Y#廃棄T’^„mg思•

’‘"

 宝江小学校

統合T’^新井田小学校m資料K保管T’eC‘"

日誌n#宝江小学校分K昭和29年以降#新井田小学校分K昭和28年度以

降#保管T’eC‘"

戦前jTJm{‘資料gVen#宝江小学校m修・卒業台帳#宝江小学校

新井田分教場m学籍関係文書#IŠr新井田小学校m旧職員履歴書KA‘"

沿革誌n両校m分K保管T’eC‘"

 東郷小学校

今回調査V^mn#「歴史的資料」gVe整理T’eC^書類箱m~fA

b^"

日誌n#明治41・42年度m 2 冊g#昭和 6 年度J‹30年度m„m˜確認

V^"明治41・42年度m日誌n#学校名K\’]’本郷分教場#本地尋常

小学校fAŒ#「本地」m名称˜含‚資料nRm一点m~fA‘"本郷分教
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場n#南方小学校本郷分教場g見G#}^#別j南方小学校統合分教場m日

誌„A‘"

学籍関係文書n#昭和16年次以降m„m˜確認V^"

注目T’‘資料gVe#昭和15年度以降m東郷小学校父母教師会（保護

者会˜改名）m「記録簿」KA‘"戦前m保護者会#父母教師会m記録n貴

重fA‘"

 登米小学校

登米小学校m資料n#登米教育歴史資料館g登米小学校j分J’e保管T

’eC‘"

◯登米教育歴史資料館

昭和40年代}fm資料K登米小学校J‹移管T’eC‘ŠEfA‘"

日誌n#本校分K明治35年以降#昭和20年代}f保管T’eC‘"日根

牛分校#羽沢分校m日誌„保管T’eIŒ#羽沢分校m日誌n#閉校gib

^昭和40年度m分}f保管T’eC‘"日誌f注目T’‘mn#大正時代

J‹m実科高等女学校#実科補習高等女学校#実業補習学校#充当実業補習

学校#青年訓練所#青年学校ih#青年教育j関X‘資料˜多N残VeC‘

点fA‘"実業補習学校・青年訓練所K統合T’e青年学校K誕生X‘経緯

˜ŠN知‘RgKfL‘#貴重i資料群fA‘"

学籍関係文書mE`#学籍簿n明治13年#卒業証書授与簿n明治12年m

„mK„bg„古N#非常j良好j残T’eC‘"

\m他#戦時中m疎開受P入’j関X‘資料#戦前m夏休~m注意書i

h#多種・多量m資料K保管T’eC‘"

個人J‹寄贈T’^g推定T’‘資料„多N保管T’eC‘"修・卒業証

書#成績表#賞状等#貴重i資料K多C"一部¯Ðô„含}’‘K#¯Ðô

f„貴重i資料KA‘"
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◯登米小学校

校長室m金庫j保管T’eC‘資料˜調査V^"

日誌n#昭和30年以降m„mK保管T’eC^K#昭和19年度m日誌„

\m中j発見T’^"教育資料館m調査fn#昭和19年度n欠本gibe

C^mf#今回m調査f#登米小学校j保管T’eC‘RgK判明V^"

旧職員資料（履歴書綴Œ）n#Xxe登米小学校j保管T’eC‘Rg˜

確認V^"

明治jTJm{‘資料„見‹’^"修業証書g呼uxL„mfA‘"„b

g„古C„mn明治 8 年m„mfAŒ#他„明治10年代f#学校創設期m

貴重i資料fA‘"個人J‹寄贈T’^„mg推測T’‘"

 豊里小学校

今回n#日誌保管棚m~#調査V^"恐‹N校長室j\m他m資料KA‘

„mg思•’‘K#今回n概況確認„行•iJb^"日誌保管μÖôμj置

J’eC^#各種賞杯j付T’eC^g推測T’‘木札„調査V^"

日誌n#昭和初年度以降m„mf#1 点#大正12年度m„mKAb^"分

校（二À屋分教場・鴇波分教場・竹花分教場・十五貫分教場）m日誌KŠN

残beC‘"\’]’独立後m日誌„保管T’eIŒ#統合時j移管T’^

„mg推測T’‘"学校m変遷過程˜知‘RgKfL‘良好i資料g言GŠ

E"

 中津山小学校

日誌n#明治40年以降m„mK#z{欠P‘RgiN良好j残beC

‘"千貫分校m日誌n#昭和24年以降m„mK残‘"

学籍関係文書n#昭和18年次m„mK„bg„古C"日誌j比x#残Œ

K悪CŠEj思•’‘"
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創立期jTJm{‘資料K見G‘RgK注目T’‘"教職員名簿（明治 6

年以降）#寄附受付簿（明治 9 年以降）#寄附芳名簿（明治 9 年以降）K\

’fA‘"^_V#R’‹n創立当時m記録\m„mfniN#後世m整理

jŠbe記述T’^„mfA‘可能性K高C"VJV#原本fniCjZ

Š#記録gVem価値n十分j認ƒ‹’‘xLfA‘"

 錦織小学校

統合校m嵯峨立小学校m資料„引L継K’eC‘K#XxefniN一部

K選択的j運rR}’^ŠEfA‘"日誌n#古C„mgVe昭和 2・20・

29年度m„mKA‘K#\’j続N„mniN#平成15年度以降#統合V

^平成19年度m„m}fK残‘m~fA‘"

錦織小学校m資料n良好j残T’eC‘"

日誌n#明治45年度m„mK„bg„古CK#R’j続N„mniN#

大正12年度以降m日誌K良好j残‘"青年学校m日誌„昭和10年度J‹19

年度}f\“beIŒ#昭和12年度n嵯峨立分校m分„残Œ#青年学校m

実態˜知‘上m貴重i資料gi‘fA“E"青年学校設置以降m日誌K完存

VeC‘事例n少iN#登米教育資料館m青年教育資料g合•Z‘g#\m

実態˜JiŒ具体的j明‹JjX‘RgKfL‘„mg期待T’‘"

錦織小学校m資料f特筆T’‘mn#学校一覧表fA‘"明治43年J‹

昭和20年j至‘資料Kz{完全j\“beIŒ#学校規模m変遷˜知‘R

gKfL‘"嵯峨立分教場m分„残beC‘点fT‹j貴重fA‘"登米教

育資料館j„残T’eC‘K#保存年代m幅f錦織小学校K大LN上回be

C‘"県内fn#他j気仙沼市立大島小学校f確認VeC‘"

„E一点#明治38年J‹昭和23年j至‘「視察簿」K残T’eC‘Rg

„注目VeIL^C"加賀野小学校m項f„述x^通Œ#両校m「視察簿」

˜合•Z見‘RgjŠbe得‹’‘知見K期待T’‘"
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iI#錦織幼稚園m昭和54年度J‹平成 3 年度}fm日誌K保管T’e

C‘Rg„指摘VeIL^C"

 西郷小学校

資料m点数n多NiJb^"

日誌n#昭和32年˜ „古C„mgV#昭和38年度以降m„mK継続V

e保管T’eC^"

戦前jTJm{‘資料n学籍関係資料f#\’„ „古C„mn昭和19

年度m„mfAb^"

文書資料fniCK#校庭j設置T’eC‘#昭和 9 年 3 月m年記˜有

X‘満洲・上海事変従軍記念碑n貴重i歴史資料fA‘"

 新田小学校

沿革誌n#統合前m第一・第二小学校m„mK残beC‘K#\m他j見

‘xL資料n残念iK‹見C_ZiJb^"統合m折Œj相当廃棄T’^g

考GU‘˜得iC"

日誌n#平成 8 年度m„mK„bg„古N#\’以前m„mn見‹’i

C"

歴史的資料gVen#明治42年度以降m旧職員履歴書綴#大正 9 年度以

降m修・卒業台帳KAb^"

 米谷小学校

日誌n#本校分mzJ#相川分教場#北方分校#楼台分校m„mKA‘"

本校m日誌n#昭和 2 年度以降m„mK良好j残‘"相川分教場m日誌

n#明治45年度m„mK„bg„古N#大正 5 年度以降m日誌K良好j残

‘"北方分校・楼台分校n#g„j昭和30年度以降m„mK残beC‘"



(106)(106)

登米市内学校資料調査m成果jcCe

学籍関係文書fn#明治33年度以降m本校分学籍簿K良好j残Œ#修・

卒業台帳„明治38年以降m„mK残‘"

注目T’‘資料gVe#大正 5 年度以降m賞状授与台帳KA‘"}^#

昭和 3～4 年度m屋内体育場建設j関係X‘文書綴Œn#昭和初年m学校施

設充実m経緯˜伝G‘資料gVe#}^\’K当時gVen珍VC屋内体育

場施設fAb^点f„貴重i資料fA‘"

\mzJ#文書資料fniCK#青C目m人形g陶器製m伊達政宗像二体

K保管T’eC‘"青C目m人形n#残念iK‹日光jT‹T’^ŠEf#

着衣m色K抜PeV}b^"陶器製m政宗像n#大正 3 年j宮城県J‹配

布（実際n購入）T’^„mf#R’}fj„横山小学校#村田小学校#旧

支倉小学校#大島小学校ihf確認VeC‘"VJV#一校j二体保管T’

eC‘事例n初見fA‘"川崎小学校m分校fAb^本砂金分教場m日誌j

n#青葉神社祭典m折#政宗像˜拝礼TZ^記述K見G#分校j„置J’^

RgK判明VeC‘"恐‹N#相川分教場j„政宗像K置J’#統合m折#

本校j移動V^mfA“E"

 南方小学校

日誌n昭和60年度m„mK „古N#\’以前m„mn残beCiC"

VJV#学籍関係文書n#明治12年m学籍簿J‹継続的j#昭和20年j

至‘}f#非常j良好j残T’eC‘"

 柳津小学校

日誌保管庫m~調査˜行b^^ƒ#他jhmŠEi資料KA‘Jn不明g

ZU‘˜得iC"

戦前jTJm{‘„mn昭和20年度m 1 冊m~fA‘K#R’„ 5 月17

日J‹ 5 月31日}fmSN•YJi期間˜残Xm~fA‘"Rm日誌n#
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全部手書Lf線˜引C^„mf#仮日誌g呼uxL„mfA‘"昭和20年

度日誌n#県J‹配布T’‘Rgjib^^ƒ#多Nm学校f#県J‹m新

日誌K到着X‘}f前年度m日誌˜継続Ve利用V#用紙K不足X‘g補b

e使beC^"恐‹N#Rm日誌„前年度m日誌用紙KiNibeJ‹#県

配布日誌K到着X‘}fm仮日誌gVe利用T’^„mfA“E"

現存X‘日誌n昭和24年度以降m„mf#昭和32年度J‹昭和50年度}

fm堂前分校m日誌„保管T’eC‘"

iI#津山町資料gVe刊行T’^『横山小学校日誌抜粋』K架蔵T’e

C‘"本書m}GKLjŠ’o#明治27年度J‹昭和20年度j至‘日誌J

‹抜粋V^gAŒ#現在n失•’^日誌m内容˜知‘RgKfL‘"横山小

学校m項˜参照T’^C"

 横山小学校

日誌n#明治28年度以降m„mK残T’eC‘"明治期m日誌jn表紙

j号数K記T’eC‘K#現存m日誌n 4・5・9・13～15号（明治43年度）

f#欠失KA‘"『横山小学校日誌抜粋』g比較X‘g#明治27年度日誌K

T‹j失•’^RgK判明X‘"\m他m欠失niCŠEfA‘"明治41

年度以降nz{完存VeIŒ#良好i保存˜確認V^"

学籍関係文書fn#学籍簿n確認T’iJb^K#修・卒業証書授与台帳

n明治28年度以降m„mK残beC‘"}^#旧職員m履歴書綴Œn大正 2

年度以降m„mK残‘"

文書以外m資料gVe#米谷小学校m項f述x^伊達政宗像KA‘"

 米岡小学校

資料室g校長室m金庫m調査˜行b^"

資料室fn#I„j学籍関係文書g日誌m調査˜行b^"
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日誌n#戦前m„mgVen昭和 9・10・19・20年度m„mKA‘m~

f#昭和21年度以降m日誌n昭和60年度}f欠失iN保存T’eC‘Rg

˜確認V^"

学籍関係文書n#明治26年度以降m学籍簿K良好j残T’eC‘"賞状

授与台帳„#明治38年度以降m„mK継続的j昭和38年度j至‘}f#残

T’eC‘"

校長室m金庫j文書箱j整理T’eC^資料n#明治20年度m西野小学

校m„m˜nWƒgX‘修・卒業証書授与台帳#沿革誌#旧職員名簿・旧職

員履歴書綴#100周年記念事業関係文書fAb^"

 米川小学校

校長室・収納室・資料室m三ò所f調査˜行b^"

校長室jn旧職員履歴書綴#学籍簿#修・卒業台帳ihm学籍関係文書#

平成元年度以降m日誌K保管T’eC^"RmE`#旧職員履歴書n#明治

6 年m学校創設以来m„mK良好j保存T’eC‘点f注目T’‘"

収納室g資料室jn#日誌m~保管T’eC‘"

}Y収納室jn#昭和28年度J‹昭和45年度j至‘上沢分校g米川小学

校m日誌K収納T’eC‘"

次j資料室jn#明治26年以降m日誌K保管T’eC^"明治期m日誌

n#26年以外j35・44・45年度m„mKA‘"大正 3 年度以降m日誌K継

続的j残‘K#昭和20年度}fn若干m欠失KAŒ#昭和24年度以降#z

{完存VeC‘"

他校m調査中#米川小学校j統合T’^鱒淵小学校J‹#重要i文書K米

川小学校j運rR}’^gCE情報˜得^K#鱒淵小学校m資料n#校長室

f修・卒業台帳zJ数点˜確認V^jXMiC"米川小学校j運r込}’^

後#廃棄T’^ŠEfA‘"
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 米山東小学校

統合T’^善王寺小学校g桜岡小学校m資料K保管T’eC‘"

}Y桜岡小学校m資料˜概観X‘"

日誌n#明治28年K„bg„古C"VJV#明治m„mn他j32・43年

度m 2 年度分m~fA‘"大正 2 年度以降#昭和20年度}fn#IŠ\三

分m一程度K欠失VeC‘"昭和21年度以降n良好j残beC‘"

学籍関係文書fn#明治17年度以降m卒業証書授与台帳#明治20年代J

‹m学籍簿K良好j残beC‘"明治期m資料jn#吉田小学校m„m„少

iNiC"

旧職員履歴書綴n#明治37年以降m„mJ‹JiŒ良好j残‘"

次j善王寺小学校m資料n#全体的j~‘g桜岡小学校ŠŒ少iC"

日誌n#大正 6 年度以降m„mK残‘K#昭和22年度}fm昭和期m日

誌n#昭和14年度 1 冊VJiC"昭和23年度以降n#若干m欠失nA‘„

mm#良好j保存T’eC‘"

学籍関係文書n#明治期m„mJ‹残T’eC‘K#\m量n桜岡小学校

j比xeJiŒ少iCg言•U‘˜得iC"

旧職員履歴書„A‘K#戦後m„mfA‘"

以上#各小学校m資料残存状況˜概観VeL^K#戦前jTJm{‘#T

‹jn明治期j}fTJm{‘資料˜有X‘学校K多N存在X‘RgK明‹

Jjib^"登米教育資料館˜見e予想V^通Œ#明治期jTJm{‘日誌

˜保管X‘学校KJiŒ多N存在X‘RgK確認fL^Rgn大Li成果f

Ab^"

日誌m保存状況n悪Ne„#旧職員履歴書綴#学籍関係文書n良好j保存

VeC‘gCE学校„少iNiJb^"逆j#歴史的資料˜zg™h失be

C‘学校n#皆無gnCGiCK#非常j少iJb^"旧職員履歴書#学籍
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関係文書n個人情報m集合体fA‘K#使C方˜誤‹iP’o#貴重i歴史

的情報gVe生JXRgKfL‘"

iI#当然mRgfnA‘K#hm学校j„沿革誌（史）n備•beC^"

統合˜繰Œ返V#日誌・学籍関係文書ihm資料˜失beCe„#沿革誌_

Pn保存VeC‘gCE学校„Ab^Rg˜報告VeIN"

概Ve#登米市内m小学校n貴重i歴史資料˜\’]’j保管VeC‘g

言beŠCfA“E"

（三）登米市内中学校m調査成果

登米市内10校m中学校mE`#調査˜実施fL^学校n 6 校fAb^"

残Œ 4 校mE`#1 校n資料KiCJ‹g調査˜断‹’#残Œ 3 校n現在#

連絡待`m状態fA‘"以下#調査˜実施V^学校jcCe#概要˜述x‘

RggX‘"

中学校n#\mzg™hK#戦後m学制改革jŠŒ昭和22年j誕生V

^"従be#戦前jTJm{‘資料K存在X‘Rgn常識的j言Go考G‹

’iCRgfnA‘K#国民学校高等科J‹中学校j切Œ替•‘時#A‘C

n#小学校j併設T’eC^青年学校K廃止T’‘時#\m関連文書K小学

校J‹新制中学校j移管T’‘RgKA‘RgK#R’}fm他市町m調査

f•JbeL^"\Rf#登米市内f初ƒe#中学校m調査˜試~^mfA

‘K#†nŒ予想VeC^通Œ#戦前m資料˜保管X‘学校KA‘Rg˜確

認fL^Rgn#今回m調査m大Li成果g言GŠE"

佐沼中学校

提示T’^資料m~調査V^"日誌#学籍関係文書m保管状況n全N•J

‹iC"

校舎建設関係#校歌制定関係m資料K一括保管T’eC^"
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昭和30年J‹47年j至‘迫少年消防ªåÒm関係資料K注目T’‘"

 津山中学校

古C資料Kzg™h残beCiCgCERgf#示T’^15点m資料m

目録˜作成V^"

新制中学校設立以降m卒業台帳#旧職員履歴書綴KAb^"

 豊里中学校

豊里小学校g同WN#日誌保管棚m~調査V^"昭和31年度以降#平成 9

年度}fm日誌m存在˜確認V^"

 中田中学校

中田中学校n#宝江中学校・上沼中学校・石森中学校・北上中学校˜統合

Ve開校V^"

資料保管室m~調査˜行b^K#宝江中学校・石森中学校m昭和22年度

以降m日誌#上沼中学校m昭和23年度以降m日誌K良好j保管T’eC

^"新制中学校m設立以来m実態˜伝G‘貴重i資料fA‘"特j石森中学

校m昭和22年度日誌n#石森青年学校m名称K石森中学校j並™f記T’

eIŒ#成立期m状況˜ŠN伝GeC‘"

日誌以外m資料gVen#北上中学校・中田中学校m各科備品台帳KAb

^"

 新田中学校

日誌n#平成 8 年度以降m„mVJ残beCiJb^"

学籍関係文書fn#新制中学校発足以来m卒業証書授与台帳K保管T’e

C^"}^#旧職員m履歴書綴„#創設以来m„mK残T’eC‘"
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注目T’‘mn#青年学校m修業証書授与台帳K保管T’eC‘RgfA

‘"新制中学校K青年学校m役割˜受P継O„mg認識T’^Rg˜ŠN示

VeC‘"

 南方中学校

創設T’^昭和22年度以降m備品台帳K保管T’eC‘"

R’j対V#日誌n#昭和25年度m„mK中学校m日誌gVen „古

N#表紙j「第一号」g記T’eC‘"備品台帳K昭和22年度J‹始}‘

Rgg矛盾X‘ŠEfA‘K#表紙jn「南方中学校新校舎」gAŒ#校舎

˜改ƒem第一号日誌gCE意味f「第一号」g記T’^„mg推測T’‘"

注目T’‘mn#大正元年度以降m農業補習学校m卒業証書授与台帳#I

Šr昭和14年度以降m南方村青年学校東郷分校・西郷分校m日誌K保管T

’eC‘RgfA‘"新田中学校m事例g同WN#新制中学校発足g同時

j#青年学校K併設T’eC^小学校#南方小学校J‹移管T’^„mfA

“E"南方小学校n#古C学校日誌˜失beC^"南方村青年学校m日誌K

残b^mn#小学校J‹中学校j移管T’^結果gCERgji‘"

iI#資料室f埃˜JubeC‘状態jAb^^ƒ#中性紙製m封筒j入

’#保存箱j収納X‘作業˜行b^"

中学校fn#新田中学校˜除Ce#提示T’^資料m~m調査˜行b^"

小学校j比xe学校資料m管理体制m強T˜感W^"\m^ƒ#中学校jh

mŠEi資料K存在X‘J#全容˜知‘RgKfLiJb^"

極ƒe限‹’^範囲fm調査VJfLiJb^K#\’f„#2 校m資料

j青年学校関係m資料KA‘Rg˜発見fL^Rgn大Li成果g言GŠ

E"中田中学校j#新制中学創設以来m三校分m学校日誌K保管T’eC‘

Rg˜確認fL^Rg„#重要i発見fAb^"
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（四）登米市内学校資料保存m課題

今回m調査f登米市内m小・中学校j貴重i歴史資料#地域史資料#教育

史資料K保管T’eC‘事実˜確認V#目録IŠr本報告書jŠbe具体的

j示XRgKfL^g思E"Rm貴重i資料˜将来j伝GeCNRgR\

K#Rm調査m目的gX‘gR“fA‘"以下#調査˜通We感W^問題点

g\m解決方法jcCe#若干m提言˜行C^C"

◯資料残存状況m学校差g\m原因

各学校m資料残存状況jo‹cLKA‘Rgn#R’}fm各学校m概況

報告j明‹JfA‘"fn#i[RmŠEi学校差K生W‘Rgjib^m

fA“EJ"

学校資料K失•’‘大Li原因m一cj#自然災害・事故jŠ‘校舎m損

壊j伴E資料m喪失KA‘"東日本大震災jŠbe誘発T’^津波被災n\

m典型fA‘K#一般的jn火災K資料焼失m 大m原因gi‘"VJV#

今回m調査fn#災害jŠ‘校舎m損壊K資料喪失˜招C^事例n確認T’

iJb^"登米市jIP‘資料残存状況m学校差n#人為的原因jŠ‘„m

g考GU‘˜得iC"

第一j考G‹’‘mK#校舎m改築j伴E「整理」fA‘"新校舎j移‘

際#不用品m「整理」K行•’#古C資料K廃棄T’‘例n#登米市f„相

当Ab^„mg考G‹’‘"

次j考G‹’‘mK#統廃合fA‘"統合先j十分i文書保管μÖôμK

iN#閉校X‘学校m資料K選択T’‘¬ôμn登米市f„多N見受P‹’

^" 近fn#佐沼小学校j統合T’^森小学校m資料Kzg™h失•’^

事例˜AQ‘RgKfL‘"}^#閉校ji‘学校側K#学校m歴史˜伝G

‘資料˜選™f統合先j送be„#受入側f処分VeV}b^gCE¬ôμ

„Ab^"鱒淵小学校m事例fA‘"A‘Cn#統合Ve新校舎f出発VŠ
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EgX‘gL#両校m資料˜均等j処分Ve「新^i歴史」m出発˜図b^

mfniCJg思•U‘˜得iC事例„Ab^"新田小学校jn\m可能性

K感W‹’^"

VJV一方f#閉校gi‘学校m資料˜積極的j受P入’e来^学校„少

iJ‹Y存在X‘"分校m資料˜多N保管X‘学校gVe石越小学校・登米

小学校・豊里小学校・米谷小学校ihKA‘"}^#複数m学校˜統合Vi

K‹#\mXxem学校資料˜保管VeC‘mK中田中学校fA‘"RmŠ

Ei対応m違Cn#†nŒ\m場j居合•Z^教職員#\’„管理的立場j

A‘校長・教頭#iJ™YN校長m意識jŠ‘g推測ZU‘˜得iC"

第三j考G‹’‘mK#保存μÖôμm問題fA‘"増G続P‘文書資料

m保管場所KiN#定期的j資料m廃棄˜行beC‘事例n一般的gCG

‘"特j#毎年#20～30冊作Œ続P‹’eC‘文書綴Œn#\mzg™h

K保存年限gg„j廃棄T’eC‘"\m^ƒ#学校jŠben#古C歴史

的資料nA‘mj# 近10年前m資料nzg™h残beCiCgCE学校

„珍VNiC"

第四j考G‹’‘mK#右jAQ^文書保存年限規定g個人情報保護法f

A‘"学校管理˜ˆ_l‹’eC‘校長jgbe#法律˜遵守V#職務j忠

実fA“EgX‘g#A‘nYmiC資料K残beC‘状況n#Abeni

‹iCRgfA‘"\Rj心理的負担˜感WeC‘校長K多CRg˜今回m

調査f„確認X‘Rggib^"現状f#古C資料˜多N残X学校f„#積

極的j残\EgV^mfniN#前m校長„手˜cPiJb^資料imf#

二#三年m在任中j\’j手˜cP‘Rgn^ƒ‹•’‘g見過ST’#^

}^}存続V続PeC‘gCE¬ôμK多CŠEj思•’‘"一方f#資料

m重要性˜感W^校長K整理˜Ve手厚C措置˜行C#保存V続PiP’o

i‹iCgCE状況˜作Œ出VeN’^IJQf#後任m校長K廃棄j踏~

切’iJb^mfA“Eg推測T’‘学校„複数Ab^"
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総We#資料K失•’eCN契機gVen#校舎改築#統廃合ihKAQ

‹’‘K#従来多Jb^保存μÖôμm狭小gCE物理的問題n#少子化m

進展jŠ‘空L教室m増加f除去T’ccA‘"従be#資料喪失m主要i

原因n#学校管理者fA‘校長m認識j多NA‘g言•U‘˜得iC"\m

背景j文書保存年限規定g個人情報保護法KA‘Rg˜再r指摘ViP’o

i‹iC"Rm二cn#管理職j大Li心理的負担˜与G#学校jgbe本

来財産gi‘xL貴重i資料群˜#厄介„mj変WTZ‘「原動力」gi‘

可能性˜内包VeC‘"現在多N保存T’eC‘資料群K#A‘日突然姿˜

消XRgn#Abe„IJVNiCRgg認識ViP’oi‹iC"c}‘

gR“#資料K残Œ続P‘J消失X‘JgCERgn#\m資料m管理˜職

務gVe行E人#学校jICen校長m「判断」jJJbeIŒ#\m「判

断」n資料j対X‘校長m「認識」jŠ‘gCE#個人的èÕçm問題fA

‘gCERgji‘"VJV#完全j個人m理解水準jŠ‘„mfniN#

\m基底j文書保存年限g個人情報保護法gCE制度K存在VeC‘Rg˜

強N認識X‘必要KA‘"今後„資料˜保存V続PeCN^ƒjn#Rm二

cm制度˜前提j方策˜考G‘必要KA‘"

◯学校資料m保存m^ƒj

fn#学校資料˜今後hmŠEj保存VeCPoŠCmfA“EJ"

}Y行•loi‹iCRgn#学校資料K貴重i歴史資料fA‘Rg#学

区m地域史資料gVe重要i„mfA‘Rg˜周知TZ‘必要KA‘"残X

必要n#一握Œm研究者m^ƒfiN#学校˜核j築J’eC‘#学区gC

E地域社会j暮‹X方々m^ƒjA‘Rg˜広N知be„‹E必要KA‘"

^gG学校K閉校jibe„#学区n存続V続P‘"地域m歴史K#学校j

保管T’eC^資料m中j生L続PeC‘Rg˜知beC^_NRgn#\

m地域j暮‹X方々m心m豊JT˜支G‘力gi‘fA“E"学校n地域m

記憶装置fAŒ#学校資料n地域m財産fA‘Rg˜知beC^_NRgK
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必要fA‘"

fn#hmŠEi資料K歴史資料gVe重要g認識T’‘xLJ"Rm点

R\#資料m管理的立場jA‘校長j理解VeC^_JiP’oi‹iC問

題fA‘"学校資料f „危EC立場jA‘mK#個人情報\m„mgCE

xL#学籍関係m資料fA‘"iJf„学籍簿g戦後学籍簿jJ•be作成

T’eC‘指導要録n „廃棄m可能性K高C資料fA‘"g„j学業成

績#性格gCE個人m人権jJJ•‘記録˜主要記述gVeIŒ#学校K

„保管j神経˜使E資料fA‘"現在f„#明治期m学籍簿K³áè¿¼ô

jJP‹’‘Rgn珍VCRgfniC"明治期以来#指導要録jJ•‘}

f作‹’続P^学籍簿n#現在m指導要録jn記T’iC様々i記述˜含™

fC‘"\m記述m中jn#地域m社会構造#産業構造jJJ•‘情報„含

}’#古C戸籍K役場j残T’eCiC場合#\m代替資料gVe利用T’

得‘„mfA‘"VJV#\m記述jn#出自jJJ•‘#個人m人権j深

NJJ•‘記述„多N#専門研究者gCGh„#\m扱Cjn高C倫理性K

求ƒ‹’‘資料fA‘Rg„}^認識T’loi‹iC"

一方#指導要録jn学籍簿zhm歴史資料的価値KA‘gn言CJl‘

K#指導要録KiNi‘g#\m学校j学™_人々m記録gVen#^_卒

業台帳gCE#人名m羅列資料K残‘_Pgi‘"対Ve#\m学校j勤務

V^教員m記録n#zg™hXxem学校j「旧職員履歴書綴」K保管T’

eIŒ#創設期jTJm{‘資料K含}’‘Rg„}’fniC"\’‹n

今後„廃棄T’‘RgiN大切j保管T’続PeCNfA“E"職員m詳細

i記録n残T’e„#同W学校f#学™_立場m人々jcCen^_名前V

J残‹iCgCERgfŠCmfA“EJ"fn#職員m記録„廃棄X’o

公平ji‘Jg言•’’o#\’n違E"学校n#学u者g教G‘者#\’

˜支G‘様々i仕事˜行E者jŠbe#営}’eC‘"\m営~K#氏名_

Pf置L換G‹’eŠCmfA“EJ#\m営~n#氏名_Pf置L換G‹
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’‘„mfA“EJ"

指導要録n厳重i管理K求ƒ‹’#校長室m金庫j保管T’#金庫˜開P

‘鍵自体K厳重i管理下j置J’eC‘"VJV#金庫m収納力n限‹’e

IŒ#金庫自体K高価i設備fA‘^ƒ#古C„mJ‹金庫J‹n~出V#

金庫m上j積~重l‹’^Œ#資料室j移T’eC‘事例„珍VCRgfn

iC"\EVef„廃棄fLiC背景jn#卒業証書授与台帳_Pfn代替

fLiC児童・生徒m大切i記録gCE意識K働CeC‘„mg推測T’

‘"残V方TG工夫X’o#廃棄ZYj保存X‘Rgn可能fniC_“E

J"

学校資料m中f „個人情報gVe扱C˜慎重jViP’oi‹iC学籍

簿・指導要録jcCe述x^K#現在„日々生産T’続PeC‘膨大i現用

文書類„#hm学校j„A‘„m_J‹g廃棄T’続PeCNg#hRj„

何„残beCiCgCE状況K生~出T’JliC"50年前#100年前m資

料nŠN残beC‘mj#10年前mRgKzg™h分J‹iCgCE事態

n決VeAŒ得iCRgfniN#‚V“当然起Œ得‘xL現象g認識Xx

LfA“E"^_#歴史的資料g非現用化VeCN現在m学校資料˜同列j

扱ERgn#問題˜C^Y‹j複雑化X‘RgjiŒJliCV#今回m調

査fn#現用文書類m扱CjcCen調査対象gVeCiCmf#\ECE

問題点KA‘Rg˜指摘X‘jghƒeIN"

fn#hmŠEj学校資料˜保存X’oŠCmJ#hmŠEj保存X‘R

gK可能fA‘mJ"県内jn#学校m統廃合˜機j#学校K不要gV^資

料˜地域m資料管理施設K一括Ve引L取b^村田町mŠEi事例KA‘"

VJV#\m村田町f„#震災被害jŠbe個人m家J‹排出T’^様々i

資料m保管場所j困難˜L^VeIŒ#一般的j考Ge„#地域m資料館#

登米市fn登米市歴史博物館f学校資料˜一括保管X‘Rgn物理的j困難

g言•U‘˜得iCfA“E"
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\Rf提案V^CmK#統合f閉校ji‘学校施設m利用fA‘"校舎全

部fiN#一教室f„二教室f„学校教育資料·ï»ôgVe#学校内j置

PiNib^資料˜受P入’#保管X‘gCE方法fA‘"教室全体˜金庫

j見立e#厳重j管理X‘Rgf安心Ve預P‹’‘状況˜作Œ出XRgj

ŠŒ#「A‘nYmiC„mKA‘」gCE心理的負担#「大切iRgn•J

‘K#\m}}jVeICen規定j反X‘#VJV捨e‘jVmriC」

gCE葛藤J‹校長˜解放X‘RgKfL‘fA“E"}Y#\EVe現

在#様々i偶然jŠbe伝G‹’eL^資料m落`着L先˜確保X‘RgK

必要fA‘"一度失•’^„m˜取Œ戻XRgnfLiC"

\EVe資料m安住先˜確保V^EGf#使C方˜時間˜JPe考G’o

ŠCmfniC_“EJ"^_#保管VeIPo良CgCERgfniC"

使be初ƒe#学区m方々j\m価値g意味˜理解VeC^_L#学校資料

K残beC‘Rg˜喜™fC^_P‘fA“E"保存V#使C方˜考G#\

m上f使C（研究V）#\m成果˜公開X‘#Rm三段階f考GeCPoŠ

C"Xxe˜現段階f解決X‘必要niCV#}^fL‘RgfniC"

当面X‘課題n#^}^}残beN’eC‘資料群˜R’以上減‹TiC

方策˜考G#実行j移XRgfA‘g考G‘"

〈註〉

（1）教育長宛文書n以下m通ŒfA‘"

拝啓

新年度K始}Œ#S多忙m日々˜I過SVmRgg拝察申V上Q}X"

突然#文書˜„beS挨拶申V上Q‘無礼˜I許VN_TC"

私h„宮城学院女子大学人間文化学科大平¸ÛÆôçfn#›´›・太平洋戦争

期m教育実態解明˜¸Ûm研究課題m一cgVe#2000年ŠŒ県内m調査・研究

活動˜行beL}V^"初ƒn#中等学校（旧制中学校・高等女学校）m「学徒勤

労動員」˜中心j取Œ組™f}CŒ}V^K#2009年度J‹n#小学校m資料調
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査j重点˜移VeIŒ}X"小学校n#公民館・¯ÛáÇÂœ·ï»ôK普及X‘

以前n地域m文化施設gVem役割˜果^VeIŒ}V^"戦前n特j地域gmc

iKŒK強N#地域m様々i集会K開J’‘zJ#映画会#生活改善講習会ihK

行•’#}^#出征兵士m見送Œ#戦死者m町村葬ihK行•’‘場f„AŒ}V

^"「学校日誌」jn\EV^地域m日々m様子K記T’eIŒ#「学校資料n地域

m記憶遺産」#「学校n地域m記憶装置」gCE思C˜強NVeIŒ}X"

各市町村mS理解˜賜Œ#I„j昭和14年度J‹21年度}fm「学校日誌」m

調査（Ã´»ç¦ÝåjŠ‘日誌m全頁撮影）˜実施Ve}CŒ}V^"調査TZ

eC^_C^学校jn#\m成果（日誌記述m抜粋Ãô»）g#所蔵T’eC‘歴

史的資料m目録„合•Ze作製V#I届PVe}CŒ}V^"

調査j取Œ組~始ƒeVo‹NVeJ‹#新聞紙上f小学校m統廃合K急速j進

ƒ‹’eC‘Rg˜知Œ#貴重i資料K統廃合jŠbe失•’‘危険性˜強N感W

‘ŠEjiŒ}V^"\Rf#各自治体m教育委員会˜訪問V#学生m実践的教育

„兼l#学校資料m保全mI手伝C˜TZeC^_P‘ŠEI願CV#実施Ve}

CŒ}V^"村田町・川崎町・涌谷町fn#統廃合ji‘学校_PfiN#町内m

Xxem小学校f所蔵資料目録作成・保全作業˜行C}V^"

御市jIL}Ve„#昨年#登米町m教育資料館m資料保管改善作業g目録m再

整理#及r日誌資料mÃœ´»ç記録化˜行C#生涯学習課#}^#振興会社jI

届PC^V}V^K#市内m学校m資料調査n}_I願CV^RgKAŒ}Z™f

V^"

今年度#是非#御市f小学校・中学校m資料所在調査g日誌m調査˜行•ZeC

^_L^N#I願CX‘次第fX"各学校m資料目録n#御市jgbe#今後#市

史・教育史等˜I}gƒji‘時#基礎的資料ji‘g考G‹’}X"

本¸Ûf行beC‘保全作業n#以下m通ŒfX"

◯学校資料m目録作成

調査校fn#基本的j資料m内容K分J‘ŠEi範囲fm全資料m撮影（I

„j簿冊m表紙撮影）˜行C#大学j戻be資料目録˜作成V}X"

◯資料m保全作業

S希望jŠŒ#文書保存用m専用中性紙封筒・保存箱wm収納˜行C}X"

合•Ze#¸Ûm研究課題fA‘›´›・太平洋戦争期m資料m調査˜行•Ze

C^_L^Cg思C}X"調査成果n#画像資料„含ƒ#XxeI届P申V上Q}
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X"

作業j必要i機材#資材nXxe当方f用意V#経済的S負担n一切IJPC^

V}Z™"実際m作業n#本¸Ûm学生K資料調査実習m一環gVe行•ZeC^

_L}X"登米市歴史博物館m資料調査事業mI手伝CgVeI考GC^_P’o

幸CfX"地域m記憶˜未来j伝G‘^ƒmI手伝C˜TZeC^_L^Cg思b

eIŒ}X"

ijg]#S検討N_TC}XŠEI願C申V上Q}X"

末筆iK‹#御市m}X}XmS発展˜I祈Œ申V上Q}X"

敬具

（2）校長会f配布V^文書n以下m通ŒfA‘"

学校S所蔵資料m所在調査・保全作業jcCe

本¸ÛÆôçfn#›´›・太平洋戦争期m教育実態解明˜一cm課題gVe#

2000年ŠŒ宮城県内˜中心j#調査・研究˜行beL}V^"初ƒn#中等学校

（旧制中学校・高等女学校）m「学徒勤労動員」˜中心j取Œ組™f}CŒ}V^

K#2007年度J‹n#小学校m資料調査j重点˜移VeIŒ}X"

小学校n#公民館・¯ÛáÇÂœ·ï»ôK普及X‘以前n地域m文化施設gV

e機能VeIŒ}V^"戦前n特j地域gmciKŒK強N#地域m様々i集会K

開J’‘zJ#映画会#生活改善講習会ihK行•’#}^#出征兵士m見送Œ#

戦死者m町村葬ihK行•’‘場f„AŒ}V^"

}^#中学校n戦後j誕生V^学校fXK#Xfj昭和30年代m記憶K歴史的

j回顧T’‘ŠEjibeIŒ}X"\’_PfiN#戦時中・戦前m青年学校m

資料˜引L継CfC‘RgKA‘Rg„#私h„m調査f•JbeL}V^"戦後

生}’m中学校j戦時中・戦前m資料KA‘可能性„AŒ}X"

学校S所蔵m資料m中f„#特j「学校日誌」jn地域m日々m様子K記T’e

IŒ#「学校資料n地域m記憶遺産」#「学校n地域m記憶装置」gCE思C˜強N

VeIŒ}X"

登米市内m小学校j明治以来mT}U}i資料K残T’eC‘Rg˜聞L及™f

IŒ}V^"Rm度#登米市教育委員会教育長先生j#各学校j保存T’eC‘地

域m貴重i歴史資料m所在調査˜S提案申VAQ#I許V˜頂NRgKfL}V

^"登米市歴史博物館g協力Ve#資料所在調査˜行be}CŒ^Cg考GeIŒ

}X"
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調査n次mŠEj行C}X"

◯学校資料m目録作成

各学校jhmŠEi資料K保管T’eC‘J˜把握fL‘ŠE#資料目録˜

作成致V}X"Rm金庫#Rm文書棚gS指定C^_C^場所Sgj目録˜

作成C^V}X"

作業n次mŠEi手順f行C}X"

基本的j資料m表紙˜撮影VeCL}X"個人情報m保護jn細心m注意˜

払C}X"目録Kg’‘ŠEj撮影C^V}Xmf#^gGo学籍簿ih

n#年度K•J‘範囲f表紙#中表紙˜撮影V#学籍簿m内部\m„m˜撮

影X‘RgnC^V}Z™"

撮影画像˜„gj#大学j„hbeJ‹#目録˜作成C^V}X"

◯資料調査

私m¸Ûfn#昭和14年J‹昭和21年m間m「学校日誌」m分析˜進ƒe

C}X"Rm時期m「学校日誌」n#全頁m撮影˜TZeC^_L^Cg思

C}X"画像˜„gj#日誌記述m全文Ãô»Õôμ（日誌抜粋等）˜作成

V#研究j使•ZeC^_L}X"

◯資料mI届P

作製V^目録n„`“™fXK#目録作成m^ƒm画像Ãô»#}^#研究

m^ƒj撮影V^画像Ãô»#及r日誌抜粋等„Xxe#整理終了後j各学

校#登米市歴史博物館jI届PC^V}X"

◯資料m保全作業

文書保存用m専用中性紙封筒・保存箱˜用意VeIŒ}Xmf#S希望KA

’o#収納#保全作業˜行C}X"

作業j必要i機材#資材nXxe当方f用意V#経済的S負担n一切IJPC^

V}Z™"登米市内各地域m記憶˜未来j伝G‘^ƒmI手伝C˜TZeC^_L

^Cg思beIŒ}X"作業jn#私g学生（ 大 4 名程度）K行C}X"作業

場gVe#空L教室ih˜利用TZeC^_P’o幸CfX"ijg]#S理解#

S協力賜•Œ}XŠE#I願C申V上Q}X"
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（3）教育長宛送付V^文書n以下m通ŒfA‘"

登米市登米町教育資料館所蔵資料m調査g整理jcCe

（I願C）

突然#文書˜„beI願CX‘失礼˜I許VN_TC"

私n#宮城学院女子大学人間文化学科f日本史˜担当VeC‘教員fX"専門n

日本古代史fXK#2000年度ŠŒ#本学m前身#宮城女学校（宮城高等女学校）

m戦時中m歴史調査˜始ƒe以来#戦時中m宮城県内m中等学校（中学校・高等女

学校）jcCe#「学徒勤労動員」˜中心j#学生g共j調査・研究˜進ƒeIŒ

}X"T‹j2009年度ŠŒ#小学校m資料調査˜始ƒ}V^"

明治 6 年m学制発布以来#小学校n}Tj地域m教育・文化施設gVe存在V

続PeIŒ#小学校m資料n#地域m近・現代史資料gVe非常j重要fA‘Rg

˜認識Ve}CŒ}V^"特j#学校日誌n#日々m地域m様子˜伝GeN’‘重

要i資料fAŒ}X"

gR“K 近fn#C•ˆ‘「平成m大合併」m結果gVe#小・中学校m統廃

合K進ƒ‹’#資料m消失m危険K高NibeIŒ}X"Rm状況˜座視X‘Rg

KfLY#R’}f#気仙沼市・白石市・村田町・川崎町・涌谷町・栗原市m各教

育委員会mS理解#S協力m„g#小学校m資料m所在調査・目録作成˜実施Ve

}CŒ}V^"合•Ze#¸Ûm研究課題fA‘戦時中m教育実態jJJ•‘資料

mÃ´»ç¦Ýå撮影jŠ‘調査˜行•ZeC^_Ce}CŒ}V^"教育委員会

及rS協力C^_C^学校jn#作成V^資料目録等˜I届PVeIŒ}X"

本日#小学校m日誌˜„gj卒業論文˜}gƒ^学生g共j#貴市登米町m教育

資料館˜見学TZeC^_L#二階教室f明治以来m登米小学校学校日誌K展示T

’eC‘Rg#\m中jn戦時中m日誌„含}’eC‘Rg˜知Œ}V^"学校日

誌以外j„#他m学校fn目jX‘RgmfLiJb^貴重i資料K多数展示T’

eC‘Rgj驚JT’}V^"VJV#\m一方f#展示jŠ‘資料m劣化„認識

ZU‘˜G}Z™fV^"

\Rf#TVfK}VCgn思C}V^K#見学後#管理者fA‘gŠ}振興公

社˜訪問V#日誌m調査g所蔵資料m整理・目録作成作業m協力jcCeI話VV

^gR“#教育委員会m了承K必要fA‘gmI話˜C^_L}V^"\Rf教育

委員会jS連絡C^_L#生涯学習課課長様#文化財保護係係長様j趣旨˜S説明

申V上Q#教育資料館所蔵資料jce#◯日誌˜nWƒgX‘戦間期資料mÃ´»
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ç¦Ýå撮影jŠ‘調査g#◯所蔵資料m整理・目録作成#合•Ze展示改善mI

手伝C˜TZeC^_L^CRg˜申V上Q}V^"

課長様・係長様ŠŒ#教育長様wm文書jŠ‘S説明˜S指示C^_L#本文書

˜I届PX‘次第fX"

◯jcL}Ven#個人情報m保護j細心m注意˜払C#研究成果˜公表X‘場

合jn#村長・校長等#公的地位jA‘方々˜除L#個人m特定j至‘可能性˜排

除C^V}XRg˜I約束C^V}X"

◯jcL}Ven#必要i資材n当方f用意V#貴市IŠrgŠ}振興公社j一

切m経済的S負担˜求ƒ‘RgnC^V}Z™"

iI#作業jA^Œ}Ven#貴教育委員会・gŠ}振興公社mS指示j従be

進ƒ}X"

教育資料館n#登米町m貴重i文化遺産fAŒ#観光資源gVe„重要i施設f

X"来館者j明治～昭和m雰囲気˜味•beC^_L#所蔵資料m貴重T˜S理解

C^_P‘ŠEjX‘^ƒmI手伝C˜#少Vf„TZeC^_L^Cg思C}

X"学生jgben#研究素材˜S提供C^_P‘_PfiN#資料m整理作業˜

通W#歴史資料m扱C˜実際j学u}^giC機会giŒ}X"}^#展示改善˜

考G‘Rgn#学芸員課程m学生jgbe#実践的i貴重i学習経験giŒ}X"

是非#S理解賜Œ#I許VC^_P}XŠEI願C申V上Q}X"

末筆iK‹#貴市m}X}XmS発展˜I祈Œ申V上Q}X"


