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足助小学校雨天体操場
（講堂）
の

戦後豊田の生活改善運動
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戦後豊田の生活改善運動

戦後、
「昭和二十三年七月に婦人指導者講習会が全国組織で行われ、それが

地方のリーダーによって伝達」
されたことが記されています。このように、

生活改良普及員と地域の婦人会や自治会、
生活改善グループなどが協力して、
生活改善運動が進んでいきました。
衣生活に関する生活改善

衣生活面では
「結婚改善」
が推進されました。式の簡素化や費用の節約、衣

農村の生活改善
生活改善とは不合理で無駄の多い生活を改革していくことです。戦後の日

さんが講演で、
「衣服調度、披露宴などに、ばく大な費用を使うなら、その

類調度類の節約が叫ばれました。例えば、
『旭村公民館報』
一九号
（一九五一）

農村の生活改善は、連合国軍最高司令官総司令部
（ＧＨＱ）
の占領政策の一

費用を炊事場改善などに使うことが望ましい」
と述べられました。結婚改善

本では食糧増産が喫緊の課題でした。そして農民が健康であることが増産の

環として農林省がおこなった農業改良普及事業が柱になっています。
これは、

の改善対策として、各地区の婦人会や役場、農協などで昭和二十年代後半か

によると、旭村では結婚改善連区別大会があり、県教育委員長の長谷部廣子

昭和二十三年
（一九四八）
に制定された農業改良助長法に基づくものです。実

ら昭和三十年代までに、花嫁衣装や仲人衣装が貸し出されるようになりまし

鍵になるとして、農村の生活改善が重視されるようになりました。

施において各県は農業改良普及所を設置し、農業技術や生産指導を担う農業

た
（この詳細は
『新修豊田市史

別編 民俗Ⅲ』
をご覧ください）
。

改良普及員と、農村生活改善を担う女性の生活改良普及員を配置しました。
に、
「生活改善グループ」
などの自立的な組織の結成を促し、地域の女性の力

生活改良普及員は農村女性に対して衣食住などの改善指導をおこなうととも

子さんによって、夜具を常時日光消毒させ水分の除去に努めることが推奨さ

岡地区）
では、昭和二十六年の生活改善協議会で生活改良普及員の梅村十四

生活改善では保健衛生に気を配ることも提唱されました。白川婦人会
（藤

れました。小原地区でも昭和三十二年に、
「毎月一日をふとん干し日とする」

で運動を推進しようとしました。
愛知県では昭和二十四年に県全体で生活改良普及員五人を配置し、普及活

運動をおこない、保健衛生面での意識向上を図りました。

農耕作業衣の開発に取り組んだ記録もあります。昭和二十八年の挙母市・

動を開始しました。西加茂郡には昭和二十五年、東加茂郡には昭和三十年、
北設楽郡には昭和二十六年からそれぞれ一名が配置されました。
『愛知の普

西加茂郡合同生活改善大会では、小原地区の山内敏江さん考案の夏冬兼用作

外 出 着 を 考 案 す る 動 き も 多 く み ら れ ま し た。
『 下 山 広 報 』第 六 二 号

及事業のあゆみ 農業改良普及事業三十周年記念誌』（愛知県、一九七八）
に
の開発と普及、②退蔵衣料の活用と更正。その他洋裁」「住の問題では、①
「か

（一九五八）
では、羽布支部の尾関部落の婦人会員が、揃いの婦人服をつくる

業服が優等賞に入賞しました。

まど」
の改善、②農村婦人の労働衛生上からみた合理的炊事場の改善
（台所の

ことになったことを伝えています。会合のたび、
「欠席する人の多方は会合

よれば、具体的には、
「衣の問題では、①実用と美しさを兼ねた農耕作業衣

改善）
、③その他便所の改善」
などに取り組み、
「太陽熱利用の天日タンク」
や

て行動することにしたというものです。このように婦人会の会服を決める動

に出るときの衣服が苦になりつい欠席する」
ことになるので、一緒の服を着

生活改善運動の推進には、
婦人会などの地域団体の役割も重要でした。
『小

きは各地でみられました。杉本、上切、連谷、葛沢、東郷、市場、和合、幸

「簡易水道の設置」
にも力を入れています。
原村自治婦人会五十年のあゆみ』（小原女性スマイルクラブ、一九九七）
には、
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住生活に関する生活改善

コートを会服と決め、昭和三十一年にも会服を制定しています。

海部落で会服を着用した事例があります。小原地区では昭和二十五年に文化

れています。その後、当家の女性は生活改善の発表をおこなうなど社会的な

り込みで熱心に取り組んだそうです。改善前と改善後の平面図と写真も残さ

調理台、戸棚などが一新されました。この間、改善指導の先生と大工は泊ま

ガラス窓を多くする、③水は井戸から鉄管、鉛管、竹で流し、蛇口を付ける、

容は次の通りです。①動線は短くする、②採光のために出窓・天井窓などの

『下山広報』
第二号
（一九五三）
に台所改善五項目の記事があります。その内

若干の事例を紹介します。

こうした中で生活改善運動がおこなわれました。そのとき提案された内容と

トン便所」
で、冬は寒く、夜は暗く、ハエも多く清潔とは言えませんでした。

ばなりません。
またトイレも今とは異なり、
屋外にありました。
いわゆる
「ボッ

井戸の水汲みは重労働でした。台所の水がめや風呂まで何度も往復しなけれ

は大きくとってあります。流しも広く、使い勝手が良さそうでした。隅に戸

当時の様子が良く残っていました。台所の壁はタイル貼りで、東側にある窓

家を訪れて内部を拝見させていただきました。一部増改築されていますが、

戦前までの家屋にはほとんどみられないものでした。幸いにも現存するこの

ところにする、風呂場と洗濯場を隣接させる、などです。こうした考え方は

の間を設ける、子ども部屋を二階にする、食事場所は合理的で清潔で楽しい

風を重視する、各自に個室を設けて収納場所を確保する、家の中心に団らん

の理念を実行して建てられた家屋の紹介があります。その特徴は、採光と通

『下山村婦人会の歩み』（下山村婦人会、一九六九）
に、下山地区で生活改善

活動に参加するようになりました。

④収納空間を増設する、⑤土足のままでも食事がとれるようにする。このう

棚があり、収納スペースも十分あります。各部屋は細長い廊下で結ばれてお
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戦後しばらくまでの生活は、今では想像できないくらい大変でした。特に

ちガラス窓、水道管、収納空間などは合理的な提案で、のちに普及しました。

り、家人が自由に行き来できるようになっています。

（総集編部会民俗班 執筆協力員 高橋 貴）

（総集編部会民俗班 執筆協力員 高橋知子）

の後簡易浄化槽の普及や便所の改良につながっていきます。

はまだ下肥利用が一般的でしたが、衛生についての関心は徐々に高まり、そ

果的に利用し、かつ虫卵の撲滅も促進しようという試みです。農家にあって

便所の記事があります。これは糞尿分離式便所といい、し尿を肥料として効

は五割に上りました。便所については
『下山広報』
第二三号
（一九五五）
に改良

はガラス張りの箱に水を入れて太陽熱で温める装置で、碧海地方での普及率

なりました。風呂の水は、燃料節約のため天水タンクが使われました。これ

ガラス窓や電球が付いて明るい空間になり、プライバシーも守られるように

り、脱衣所や洗い場もはっきりしていませんでした。そこに壁がつくられ、

風呂と便所は生活改善の重要な課題でした。風呂はかつて土間の一角にあ

ただ、井戸水の利用、土足での食事についてはやや疑問が残ります。
『旭村
の新聞』
二九号
（一九五二）
でも三つの提
言がなされます。良い台所とは、①明る
くて換気が良い、②設備、器具の配置が
良い、③耐火に優れている、ということ
です。その他、台所での作業手順、流し、
クド、戸棚の仕様や使い方も提言してい
ます。
昭和二十年代に台所改善をおこなった
家が上郷地区にあります
（写真）
。板の間
に土製のクドがあったのですが、これを
撤去し、広くした土間の中央に西洋クド
を設置しました。あわせて流し、水槽、

上郷地区で改善をおこなった台所
（昭和28年頃）

足 助 小 学 校 雨 天 体 操 場（ 講 堂 ）の
建築とその背景
足助小学校は、明治三年
（一八七〇）
七月に足助村が本町の小松市三郎の倉
庫を借りて学校を創ったことに始まります。明治五年八月には校舎が地方事
務所
（本多家の陣屋跡）
に移され、足助郷学校と呼ばれました。その後、明治
十四年十一月には郡役所の設置に伴い東隣に校舎が移転され、明治四十一年
十月には生徒数の増加に伴う学校設備の増設を目的として新校舎が現在の場
所に落成しました。同月のうちには新講堂の新築落成式がおこなわれていま
す。昭和十二年
（一九三七）
には以前から使用していた講堂が狭くなったこと
で、雨天体操場
（講堂）
と特別教室の新築・改築が必要になり、同年七月に地

の教科は授業法・史学・地

理学・数学・物理学・化学・

修身学・経済学・博物学・

生理学・論理学・書学・簿

記法・作文・習字・体操な

どでした。明治十一年の東

京女子師範学校の
「校務ニ

関スル緊要ノ意見」
からは、

当時すでに講堂があり、生

徒の卒業証書授与式がおこ

なわれたことが分かりま

す。その中では、講堂は生

徒の親戚や友人を招くと狭

くなることがあるので、十

分な規模と構造の講堂を新

明治十一年十月に文部省は体操に関する諸学科を教え、体育学の教員を養
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鎮祭、十二月に雨天体操場上棟式がおこなわれ、翌年七月に竣工しました。
旧講堂の六三坪は改築して特別教室の一部、新築した講堂は雨天体操場とな
りました。新しい講堂は木造で、小屋組がトラス構造、屋根がスレート葺

築することが必要で、新築

する場合は現在の講堂を体操室として次学年から体操科を拡張するため、寄

の一九五坪を占める平屋建でした
（写真１・２）
。また、付属建物として便所
一五坪と渡廊下二坪も新築されました。これが現在の講堂で、設計者は中村

宿舎と講堂を新築するのは一挙に両立を得ると述べています。一方で、
「遊

と、全国を八大学区、二五六中学区、五万三七六〇小学区に分け、各区に一

成する場所として、体操伝習所を東京府下に創設しました。東京師範学校の

戯場及ヒ体操法」
には、日本の気候では体操を教えるために建物を設ける必

校を設置する計画を立てました。初めに小学校の設置に力が注がれ、教員の

校長が兼任し、同月から東京女子師範学校生徒に体操術を教え、体操術実施

全国にこうした講堂や雨天体操場が設置された経緯は、文部省令から知る

養成も必要となりました。そこで明治五年四月に東京に直轄の師範学校
（東

の
「第一着」
になりました。明治十二年三月には体操伝習所の校舎を東京市神

要はなく、屋外の運動場に必要な器具を備えておけば良いとも述べられてい

京師範学校）
を創立し、明治六・七年には各大学区に官立師範学校を設置して

田区一橋通町に建築中で、教場などが竣工した際にはここに移転するとし

ことができます。まず明治四年七月に文部省が設置され、明治五年八月には

府県の師範学校を整備していきます。明治九年に設立された東京府師範学校

ていました。翌年三月には
「体操教場ニ洋琴ヲ備ヘ体操演習ノ間奏楽ニ合節

ます。

は、教員二〇人、師範学科の男子生徒六三人、女子生徒二六人で、男子生徒

学制が発布されました。そして、文部省が全国の教育を統轄するようになる

和三吉、請負業者は深見喜太郎、総事業費は四万五四一五円でした。

写真１ 足助小学校講堂の外観

（
「 処務概旨 」
）とすることとさ

シテ運動ノ調子ヲ理スルノ具」

舎ノ中央ニ設ケ出入口ハ少クトモ二箇所トシ採光ヲ充分ニシ天井高一トスレ

設クル必要ナシ」
と記されています。また、講堂も講堂兼音楽教室として
「校

造ヲ簡略ニシ平屋建ニシテ採光換気上ニ注意シ内部ハ土間ニスへク又天井ヲ

シ」
とあります。尋常中学校尋常師範学校の実例からは、雨天体操場の基本

れ、体操教場は明治十二年三月

明治十二年九月に学制を廃

的な内容が分かります。構造は簡単にした平屋建で、採光と換気に注意が払

ハ室ノ幅二同長三ノ割合トシ 御真影奉置所ヲ設クルノ余地アルヲ要ス、但

し、教育令を制定しました。さ

われて窓などの開口部が多く、床は床板などを張らずに土間、天井も張らず

から翌年三月までの間に建築

らに明治十四年五月に
「小学校

に小屋組を見せた開放的な空間であったと思われます。一方の講堂は、校舎

階上ニ設ケアルトキハ梯子段ハ同出入口ニ成ルへク接近セル場所へ設クへ

教則綱領」
が制定され、教科の

の中央に設けられ、音楽教室を兼ねていました。また出入口を二か所設け、

されたことが分かります。

内容・時数などが明記されたこ

十分に採光でき、室内の高さ一に対して幅を二、長さを三の割合として御真

影の奉置所を設けるように定められています。御真影が置かれた講堂は、学

とで、明治十五年ごろから全国

的に教育が統一化されました。

校の中心をなす特別な場所と位置づけられました。

校舎ハ左ノ諸室ヲ備フベシ

二 物理及化学、博物、図画ノ各特別教室

一 生徒各学級ニ応スル通常教室

第八条

明治三十二年二月の
「中学校編制及設備規則」
には、次の条文があります。

小学校初等科の教科に第一、
二
年は遊戯、第三年は徒手体操、
小学中等科の教科では、第四、
五年に徒手体操、第六年に器械
運動、小学高等科の教科では、第七、
八年に器械体操が盛り込まれました。

三 講堂
四 図書室、器械室、標本室

明治十九年四月に小学校令・中学校令・師範学校令・帝国大学令が発布さ
れたことで、各学校の規定が整備され、日本の学校制度の基礎が確立しまし

五 職員室、生徒控所、其他所要ノ諸室

第十一条 講堂ハ儀式等ニ差支ナキ場合ニ限リ普通教室ニ兼用スルコト

た。そして、明治二十二年に大日本帝国憲法、明治二十三年十月に教育勅語
が発布されました。

ヲ得

第十七条 校地内ニ体操所ヲ設クへシ 但土地ノ情況ニ依リ校地内ニ之

明治二十四年四月の
「小学校設備準則」
は、小学校の施設・設備に関する初
めての法令です。その準則の第五条では、校舎には生徒の帽子・傘・雨衣・

ヲ設クルコトヲ得サルトキハ学校ノ近傍ニ之ヲ設クへシ土地

あります。

また、明治三十二年二月の
「高等女学校編成及設備規則」
には、次の記載が

ノ情況ニ依リ校地内ニ雨天体操場ヲ設クへシ

下駄などを置ける場所が必要で、講堂・物置などはなるべく備える必要があ
る施設としています。
明治二十八年四月の
「学校建築図説明及設計大要」
には、尋常中学校尋常師
範学校設計の実例が示してあります。そこには雨天体操場の名称があり、「構
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写真２ 入母屋造の屋根

第六条 校舎ハ左ノ諸室ヲ備フへシ
一 生徒各学級ニ応スル通常教室

表１ 明治42年の小学校建築図案

二 理科、裁縫、図画、音楽等ノ各特別教室
三 雨天体操場
四 講堂
五 図書室、器械室、標本室
六 職員室、生徒控所、其他所要ノ
諸室
前項ノ諸室ハ差支ナキ限リニ於テ便
宜兼用スルコトヲ得
明治三十二年二月の
「中学校編制及設備
規則」
には、備える諸室として講堂があり、

めるとしています。

明治四十二年八月の文部省普通学務局の
「小学校建築図案及学校園」
にある

「小学校建築図案附建築仕様書概要」
では、図面による小学校の校舎の凡例が

示されています。講堂や屋内体操場は、建設費や土地の状況、気候によって

は必ずしも設ける必要はないとされていますが、同書には第一図から第七図

までの図面が描かれていて、それをまとめると表１のようになります。

学級数が増えても、屋内体操場・児童控所・講堂を兼ねた建物の規模は、

六〇坪か六六坪で、学級数
（生徒数）
に関係なく規模を一定にしています。講

堂と屋内体操場が別々の建物になると、講堂は八〇～九六坪、屋内体操場は

六〇～七六坪の規模となり、少し大きくなります。屋内体操場の設置位置は

北東または北西が多く、講堂が単独の場合は校舎の中心に配置されました。

その後、大正十二年
（一九二三）
に起きた関東大震災をきっかけに、耐震耐

火建築として鉄筋コンクリート造の校舎が建設されるようになりました。そ

して、昭和十一年九月に特殊建築物規則、昭和二十二年に教育基本法・学校
教育法が公布されました。

以上のような経緯の中で全国の諸学校に設置された講堂や雨天体操場です

が、明治四十一年に足助小学校に落成した講堂は六三坪で、明治四十二年の

「小学校建築図案」
の六〇坪の規模に近く、昭和十三年に建設された雨天体操

場の規模は一九五坪で大きくなりますが、講堂と兼用されて敷地の背面に設
置されました。

（総集編部会建築班 執筆協力員 細野耕司）
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普通教室との兼用ができるものとしてい
ます。また、土地の状況によっては雨天体
操場を設けるとしています。一方、
「高等
女子校編制及設備規則」
には、備える諸室
として雨天体操場と講堂があり、それらの
諸室は兼用できるものとしています。中
学校
（五年制）
と高等女学校
（四年制）
では、
ともに講堂が必要とされ、雨天体操場は高
等女学校のみでした。
明治三十三年八月の
「 小学校令施行規
則」
の第六十五条では、体操場を屋外体操

第７図

場と屋内体操場に分けて規模
（面積）が定

第６図

められ、屋内体操場は積雪や雨に耐える構
造にするよう記されています。また、施設
を設けるかどうは土地の情況に応じて決

第５図

学級数
兼用の室名
専用・兼用 室面積 生徒数 敷地面積 設置位置
１学級
なし
なし
なし
なし
315坪
なし
４学級 屋内体操場・児童控所・講堂
兼用
60坪 320人 1200坪 北東隅
６学級 屋内体操場・児童控所・講堂
兼用
66坪 480人 1600坪 北東隅
６学級 屋内体操場・児童控所・講堂
兼用
60坪 480人 1750坪 北東隅
講堂・児童控所
兼用
80坪
正面中央
６学級
480人 2295坪
屋内体操場・銃器置場
兼用
72坪
北東隅
９学級 屋内体操場・児童控所・講堂
兼用
60坪 720人 2220坪 北西隅
講堂
専用
96坪
正面中央
12学級
960人 3216坪
屋内体操場・児童控所
兼用
78坪
北西隅
図名
第１図
第２図
第３図
第４図

戦後豊田市域の広報
― 『 広 報 た か お か 』と『 広 報 さ な げ 』の 紹 介 ――

れました。発刊の辞を当時の村長石川藤吉と議長都築正重が寄せており、第

一〇号からは誌名を
『Ｐ・Ｒ・Ｏ 高岡だより』
と変更しています。

その後、改めて
『広報たかおか』
が創刊されたのは、昭和三十三年十一月の

ことでした。後にアイシン精機の母体となる新川工業の誘致にかかわる記事

豊田市との合併に至る高岡町の苦悩も本誌を読むことでうかがい知れます。

や農協の合併にかかわるもの、愛知用水関連など興味深い記事が散見され、

『広報とよた』
は市政にかかわる情報を得るツールとして毎月一回、各世帯に

『広報たかおか』
は第六九号まで号を重ね、昭和四十年八月の第七〇号
『広

戦後の豊田市域の歴史を知る上で重要な資料に
「広報」
があります。現在の
頒布され、市のホームページではデジタルブックやＰＤＦでもご覧いただけ

一方、
『広報さなげ』
は昭和三十年六月に創刊されました。猿投町はこの年

報たかおか最終号』
をもってその歴史を閉じました。

市域の中には猿投地区や小原地区、足助地区など、戦前にも広報類を発行

の三月に石野村と保見村を編入したばかりで、発刊の辞で
「大猿投町の建設」

ます。
していた地区もありますが、それらは廃刊あるいは休刊という形となり、戦

を高く掲げる、当時の猿投町長大岩安五郎の言葉からは強い意気込みと決意
が感じられます。

後にそのまま継続されることはありませんでした。
戦後、
市域では昭和二十四年
（一九四九）
に
『広報とよた』
の前身にあたる
『挙

第二号では早速
「猿投町建設計画」
が一面を使って詳細に説明されており、

これにかかわる記事はこれ以降も見受けられ、その他に議会の動向や農業に
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母町弘報』
と後の
『広報あさひ』
へとつながる
『旭村中央公民館報』
が創刊され
たのを皮切りに、
『広報ふじおか』（昭和二十六年一月ヵ）
、
『広報あすけ』（昭

かかわる記事、保険年金にかかわる記事などが目に付きます。

専門員 久保正明）

（豊田市史資料調査会

を復元しています。

広報も用いて、当時の市域の姿

て、特に現代部会ではそうした

ます。今回の市史編さんにおい

を提供することを旨としてい

災害にかかわる情報に限らず、およそ自治体の発行する広報は正確な情報

害者の住所・氏名・年齢なども詳細に報じられています。

が印象的です。被害状況がよく伝わる写真のほか、人的被害や住居被害、被

襲った伊勢湾台風について、これも一面を割いて大々的に取り上げているの

中でも昭和三十四年十一月の第二二号において、この年の九月に市域を

和二十六年七月）
が出され、続けて
『下山広報』（昭和二十八年一月）
、
『小原村
政だより』（昭和三十五年六月）
、
『稲武町報』（昭和三十六年一月）
が発刊され
ました。
ただ、こうした広報の中でも、高橋や高岡・上郷・猿投・松平など昭和の
大合併の頃に豊田市に編入された各町村の広報は、既刊の町村史誌を通じて
その存在が知られているものもありますが、実際に目にする機会になかなか
恵まれませんでした。
ここで紹介する
『広報たかおか』
と
『広報さなげ』
はそうした地区の広報にな
ります。残念ながら高橋・上郷両地区の広報は今回見出すことができず、
『広
報まつだいら』
も見つかったのは最終号のみでした。
『広報たかおか』
と
『広報
さなげ』
については欠号は見られるものの、創刊号から最終号まで豊田市公
文書管理センターに一括して保管されています。
『広報たかおか』
の前身は
『たかおかだより』
で、昭和二十六年七月に創刊さ

『広報さなげ』
第22号

その１ 読みやすい文章構成

●刊行市史の購入について●

とに、市域の歴史を叙述しています。ストーリー

／民芸館
（平戸橋町）／近代の産業とくらし発

市史編さん室
（陣中町）／郷土資料館
（陣中町）

左記の施設・書店でお買い求めください。

性をもった本ですので、まるで物語を読むような

見館
（喜多町）／中央図書館
（西町）／市内一部

通史編では、資料編で紹介してきた史資料をも

感覚で歴史上の出来事を順々に知ることができま

書店
（※詳細はＨＰへ）

『 豊 田 市 史 研 究 』第 十 一 号 刊 行 案 内

Ａ４判、一五四頁で、内容は論文三編
（
「大日本

す。本文中の地名や専門用語には振り仮名が付け

令和二年三月に
『豊田市史研究』
第十一号を刊行

国誌」
の編纂と地誌材料収集 ― 愛知県西加茂郡を

られ、一般の方にも読みやすく工夫されています。

しました。

中心に―／西三河地方における電気利用組合 日

その２ カラー写真や図版を多用
それらは本文の理解を助けるとともに、読者の目

販売価格：二一〇〇円

販売価格：四五〇〇円

資料編 『古代・中世』『近世Ⅰ』

Ａ４判

別 編 『美術・工芸』『建築』『自然』

資料編 『考古Ⅰ』『考古Ⅱ』『考古Ⅲ』

Ｂ５判

新修豊田市史概要版 『豊田市のあゆみ』

■既刊本も好評発売中■

本一の集積が意味するもの／愛知県松平公民学校
倉村平薮宇野善右衛門家について／豊田市に棲息

を楽しませてくれます。

カラー写真や図版が数多く掲載されています。

する貝類の分布と生態に関する考察）
、資料紹介

その３ 最新の研究成果を反映

の設立）
、研究ノート三編
（中条秀長と高橋庄／岩

二編
（猿投神社
（山中観音堂）
の木造千手観音菩薩

資料編の刊行から今回の刊行までの間に新たに
見つかった史資料も、積極的に取り入れました。

『近世Ⅱ』『近世Ⅲ』『近代Ⅰ』

『近代Ⅱ』『現代Ⅰ』『現代Ⅱ』

別 編 『民俗Ⅰ』『民俗Ⅱ』『民俗Ⅲ』

販売価格：四〇〇〇円

豊田市史編さん室

立像について／旧紙屋鈴木家伝来屏風作品につい
て）
です。

いています。

最新の研究成果を盛り込んで、市域の歴史像を描

は、市史編さん

その４ コラムで解説

購入希望の方
室までお問い合

菊 判
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で検索！

特筆すべき事柄は、コラムを設けて解説してい

令和二年八月発行

『新修豊田市史だより
 』第 号

E-Mail:shishihensan@city.toyota.aichi.jp

ＦＡＸ 〇五六五 ―三 一 ―〇一六二

ＴＥＬ 〇五六五 ―三六 ―〇五七〇

〒四七一―〇〇七九 豊田市陣中町一―一九 ―
一

文化財課 市史編さん室

豊田市生涯活躍部

26

ます。本文を読み進めるのに疲れたら、休憩をか
ねてコラムで
「寄り道」
をしてはいかがでしょう。

コラムで土偶を解説

わ せ く だ さ い。
五〇〇円）

最新刊の通史編、ここが魅力！
令和二年六月に第九回配本として、
『資料編
近代Ⅲ』
、
『通史編 原始』
、
『通史編 古代・中世』
の販売を開始しました。今回の配本で資料編が完
結し、通史編の刊行が始まりました。ここでは、
新修豊田市史の通史編の魅力をご紹介します。

色鮮やかな図版の数々

（販売価格

イセノナミマイマイ

