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『新修豊田市史３ 通史編 近世』編集後記

通史編の課題は近世の豊田をどう描くかということに尽きるのですが、

時代区分という歴史の大づかみな展開の段階的な動きを軸にして描くのか、

それとも豊田という地域の特徴を内容別に描くのかという議論がありまし

とりました。つまり、近世社会の成立から展開、変容、解体という流れを基

た。結果として、その両方をうまくかみ合わせて叙述するというスタイルを
一四年にわたる編さん事業の成果として
『通史編 近世』
を何とか上梓し

本にしつつも、地域の産業や交通、生活、文化面での特徴をしっかり肉付け

じょう し

ました。本巻にかかわった者を代表して、本事業にご参加・ご協力いただい

するという章構成になったのです。それが全九章五三節にわたる叙述となっ

以下、
「通史編あとがき」
と重複するところがありますが、特に編集に意

て現れています。どうかご玩味ください。

たすべての方々に、まずは御礼申し上げます。
申すまでもなく豊田は大きくなりました。近世部会では、その広大な豊
しっ かい

田に所在する文書資料の悉皆調査を目指し、各地区の皆さんに資料情報を提
整理に赴きました。こうした事業の意義として歴史資料の把握と保全がある

入り混じっていて単一領主による領国を形成していない地域）
であるととも

市域はいわゆる非領国地域
（幕府領・大名領・旗本知行地・寺社領などが

を用いたところを記します。

と部会メンバーが考えたからですが、それは今の時期を逃しては地域に残る

に、相給村
（複数の領主が支配する村）
が多くありました。行政関係が複雑で

供してくれるようアナウンスして、情報があれば、可能な限り資料の調査・

古文書資料が散逸してしまうのではないかという危機意識が背景にあったか

あったため、地域では自律的な経営を推進するためにさまざまなレベルで組

の了解は得られるのではないでしょうか。今後はこの調査・整理を土台に、

をかけて聞き取りも行いましたので、ぎりぎりの到達点として市民の皆さん

現実には完璧な悉皆は出来なかったとは思いますが、ある程度ローラー

ことの方が普通です。そうした点をわかりやすく叙述することに腐心しまし

純化して説明することが多いように思いますが、実際は複雑に錯綜している

ありました。学校教科書では領主―百姓
（農民）
関係を一対一のものとして単

合村が構成され、有力百姓がその惣代になって地域社会の行政を担う場合が

あい きゅう

らです。

自治体として資料の追加と保全を行っていただければと展望しています。新

た。

資料編刊行の仕事を必要としています。執筆者全員が資料編刊行に参加し、

り立つものではなく、背景に膨大な資料調査と地域・時代を適切に説明する

づくような形で今回の通史編の叙述が行われました。通史編は単体として成

区、
『近世Ⅲ』
が足助・松平・下山地区）
として刊行し、基本的にはそれに基

旭・稲武地区、
『近世Ⅱ』
が挙母・高橋・上郷・高岡・猿投・保見・石野地

さて、以上の資料調査の成果を先に資料編三巻
（
『近世Ⅰ』
が藤岡・小原・

かに豊かで、人も多く住んでいました。地域経済の中心となった在郷町もい

た風景を思い浮かべる人も多いのでしょうが、近世の山村は現在よりもはる

叙述されたことはなかったと思います。いま山村というと、うら寂しい鄙び

でもちろん知られたことではありましたが、今回の通史ほど精緻かつ豊かに

に関連した漆生産、さらには川漁などの営みがありました。それらはこれま

生業には、一般的な農業として解される田畑経営とは異なる林産加工、それ

次に、市域はいわゆる中山間地が面積の大半を占めています。そこでの

ゆえん

しい博物館の課題として提起する所以です。

その知見に立って叙述したことは、この通史の内容を担保するものでもある

くつか形成されています。山と川の恵みは現在に至るまで市域における最大

ひな

と思います。
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ました。往時の山里の暮らしに思いを巡らしていただけるとありがたいで

の資源の一つですが、それを起点とした産業と流通は多くの人々を支えてき

侶と神職という前近代では表裏一体であった
「聖職者」
たちと地域社会の人々

有のものも、あるいは日本社会に普遍的なものもあるかもしれませんが、僧

ける異界とのつながりを浮かび上がらせるものでもあります。江戸時代に固

が取り結ぶ諸関係からは、人々の思想レベルの基底にある意識構造をうかが

す。
そして、市域には尾張地域と三河太平洋岸地域からそれぞれ延びる
「塩の

である足助はもちろんですが、挙母城下やそのほか在郷の商人たちも、巨大

ところがあります。市域の商人たちの活動は非常に活発です。結節点の代表

が、現存する施設や遺構を通じて直截に歴史像を示すことは重要です。近世

り入れたことです。一般に通史は文書資料を中心とした叙述に傾きがちです

編集上で意を用いた最後に挙げるのは通史の中に考古学的成果を多く取

うことができるでしょう。

都市名古屋や三都
（江戸・大坂・京都）
とつながって積極的に活動していまし

期の集落や城郭などをそうした方法で提示することで、近世の
「豊田」
が一層

道」
の交差する地域として、人々の生活に欠かせない物流の結節点となった

た。また、この通史により、はじめて挙母城下の商人についてまとまった叙

視野に収まってきたように思います。

以上、編集方針なり成果なりの特徴を掲げました。成果についてはもう

述ができました。悉皆調査のなせる業と思料します。
新しい展開ということでは、文化面での叙述の充実があります。この分

少しあるのですが、紙幅の関係からそれは割愛し、最後にこの通史の活用に

が重要文化財指定された鈴木

ました。足助の小出家や住宅

がっていきます。その際一番の指針となるのは大抵過去の経験や出来事なの

なった豊田にはたくさんの課題が託され、私たちの希望ある未来へとつな

過去すなわち歴史を知ることは今を生きることにつながります。大きく

ついてお願いして筆をおきます。

家、花園の寺田家など地域の

です。そうした目をもってこの通史を読んでいただきたく思います。近代・

きさが改めて浮き彫りになり

文化的リーダーの活動を見る

現代は直接に今とつながっていますが、実はその少し前の近世こそが今の骨

格を形作っていると申して過言ではありません。その辺を意識して読んでい

ですが、地域社会における信

典的なもの及び年表や図表などの資料）
のみとなりました。通史編執筆者は

通史が終わって、残るは総集編
（豊田の歴史・民俗・自然等にかかわる事
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野では史資料の博捜と研究の進展があり、市域の豪農ら地方文人の力量の大
挙母藩
幕領
岡崎藩
刈谷藩
伊保藩
水野忠胤
作手藩

ことで、文化や文化財が構成
されてくる過程を私たちは知

ただくと、学校教育で学ばれた
「歴史」
と響きあい、今と未来とが見えてくる

仰、宗教のあり方についても

もれなく総集編部会の近世班に参加しています。市史編さん事業の仕上げに

のではないでしょうか。生涯教育の場での活用をお願いする所以です。

深い叙述ができたものと思い

（近世部会 部会長 大塚英二）

向かっていますので、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
いますが、それは日常性にお

神仏等への思いが込められて

ます。人々の暮らしの中には

文化領域ともかかわること

ることができるでしょう。

近世』図1-1-2より）
非領国地域としての市域（『通史編

京や名古屋を含めた各地の文書館や図書館で資料調査を実施したことも大き

な成果だと思われます。近年、こうした資料保存機関での資料公開が進み、

各地の自治体史執筆に活用されています。豊田市域のことを知るためには、

の刊行予定が令和二年度となっていたことから、
『資料編 近代Ⅲ』
と間がな

を刊行してきましたが、いずれも二年ごとの刊行で、今回は
『通史編 近代』

『資料編 近代Ⅱ』
、令和元
（二〇一九）
年度に
『資料編 近代Ⅲ』
と資料編三巻

した。これまで、平成二十七年度に
『資料編 近代Ⅰ』
、平成二十九年度に

編も、今回の通史編の刊行によって、ひとまずその作業は一区切りとなりま

平成十九
（二〇〇七）
年度から編集作業を進めてきた
『新修豊田市史』
近代

基にしながら、そこには掲載できなかった資料をも組み込んで記述を試みま

編 近代』
では
『資料編 近代Ⅰ』
から
『資料編 近代Ⅲ』
に掲載された資料を

える資料を掲載しました。ただしこれも一部に限られています。この
『通史

『資料編 近代Ⅰ』
から
『資料編 近代Ⅲ』
には、そのなかでも特に重要だと考

見され、新しい近代の豊田市像を明らかにできたのではないかと思います。

までの豊田市域の市史・町史・村史では活用されてこなかった史資料が発

るのです。こうした徹底的な資料調査
（悉皆調査と言います）
によって、これ

『新修豊田市史４ 通史編 近代』の
刊行を終えて

く連続しており、一息つく間もなく執筆や校正作業を行い、事務局のみなさ

した。それでも、悉皆調査によって発掘された資料のまだ一部しか利用でき

しっ かい

豊田市域にある資料だけではなく、他地域にある資料をも検討する必要があ

んに大変な尽力をいただいての刊行となりました。

〈一八七一〉
年）
からアジア・太平洋戦争敗戦
（昭和二十
〈一九四五〉
年）
までの

間が多く必要になった理由の一つです。西加茂郡・東加茂郡・北設楽郡の一

また、平成の大合併によって豊田市域が大きく広がったことも、調査時

ていません。今後、こうした資料が研究などで活用されること、そして何十

七〇年ほどの歴史を対象とし、豊田市域の歴史的過程について明らかにする

部が合併してできた豊田市は、その面積は愛知県内で最も大きく、それだけ

市民のみなさんのなかには、市史の刊行のために、平成十九年度から令

ことを目的としてきました。この間の歴史では、江戸時代にあった村の姿は

に多様な地域像を有しています。北部・東部の山間地域、南西部の平坦な田

年後かに行われるであろう新しい豊田市史編さんのために利用されるように

大きく変化し、さまざまな行政機関や制度が出来ては変更されるといった繰

園地帯ではその社会のあり方は大きく異なっています。そして、挙母のよう

和二年度までと、おおよそ一四年にもわたる長い期間がかかるのはどうして

り返しが展開されました。また、社会や経済も大きく変容しました。資本主

な都市部とそれらの地域とではまた違った様相がありました。
『通史編 近

と思います。

義化が進み、都市は大きく発展しました。学校も各地に作られ、多くの人々

代』
では、できるだけあらゆる地域をまんべんなく取り上げ、それぞれの地

だろうと疑問に思う方がいるかもしれません。近代部会は廃藩置県
（明治四

が教育を受けるようになりました。近代日本は七〇年余のなかで、大きく変

域の特性とともに、近代におけるそれぞれの変化がわかるような記述を試み

それでは、
『通史編 近代』
からいくつか特徴的な部分を紹介してみたい

貌したと言えます。この短い時間の間に、これほど日本社会が変化した時期
こうした豊田市域の近代のありようやその変化を明らかにするため、私

と思います。第一に、医療や公衆衛生に関する歴史です。現在、新型コロナ

ました。

たちは徹底的な資料調査を行いました。まず、各地域のみなさんや諸機関の

ウイルスの感染が大きな問題となっていますが、近代にもさまざまな感染症

は他にないかもしれません。もちろん、豊田市域も例外ではありません。

協力を得ながら、新しい史資料を発掘し、その分析を進めました。また、東

－4－

す。また、衛生という観念を人々に理解させるため、西加茂郡では衛生大展

ほか、患者が出たときのための対応などが事前に事細かに決められていきま

も大きな問題となっていました。そのため、予防のための対策が講じられた

行されていきます。たとえば、コレラや腸チフスの流行は近代の豊田市域で

や伝染病が流行していました。それに対して、豊田市域でも多くの対策が実

ます。

山林にはどういった意味があったのかを明らかにできたのではないかと思い

す。その資料の分析を通じて、
『通史編 近代』
では近代の豊田市域にとって

われるようになり、そのための出願書類が地域の人々によって作成されま

進められるようになります。そのなかで、山林の地域への払い下げなども行

ていきます。豊田市域では、日常医療についてもその体制が構築されまし

クラシーの風潮を背景にして、全国的に関心が持たれていきます。そうした

この時期、児童の自発性や主体的な活動を引き出す取り組みは、世間のデモ

第三に、大正デモクラシー期の東加茂郡の教育は注目すべき事例です。

た。医師が常駐していない山間部で医療を提供するような巡回医療・隣保事

自由教育を、東加茂郡では郡当局が主導して導入しようとします。講師を呼

覧会といったイベントが開催されるなど、その普及徹底のために努力を重ね

業組合の展開など、医療体制が各地で整えられていきます。こうした豊田市

び講習会を開催したり、各学校の実践を発表させたりするなど、積極的に取

り組んだのです。なぜ郡当局はそれほどまでに積極的だったのか。そこに

はない記述だと思います。

での豊田市域の自治体史に

しました。これは、これま

も生み出しました。一方で、高賃金を背景にして、農業では労働力が流出、

都市が形成されていきます。そして、
「トヨタ景気」
とも呼ばれるような状況

より都市化が進行するとともに、挙母町南部には工場を中心とした田園工業

以上、豊田市域の近代の歴史のほんの一部分を紹介しました。そのほか

自発的な離農が西加茂郡ではかなり多くありました。
も言えます。御料林への編

にも、数多くのバラエティに富んだ問題を
『通史編 近代』
では明らかにして

新しい歴史学の研究成果と
入は当初図面上で選定され

います。ぜひ、手に取って読んでいただけましたら幸いです。

（近代部会 執筆委員 河西秀哉）

たため、しばらく経つと経
営上の観点からその整理が

－5－

域の医療は、近代の愛知県のなかでも特色あるものでした。
第二に、御料林の存在を挙げておきたいと思います。豊田市域東北部に

は、東加茂郡の教育環境が決して恵まれたものではなかったことが背景にあ

そして最後に、トヨタ自動車工業株式会社挙母工場の竣工
（昭和十三年）

は広大な山林が広がってい

内省の林野部局が管理する

以降の、豊田市域の重化学工業化の問題を詳細に論じたことを取り上げてお

りました。
『通史編 近代』
では豊田市域全体の教育の問題を明らかにしたこ

御料林と呼ばれていまし

きたいと思います。これ以後、豊田市域の経済はトヨタ自動車の影響を強く

ましたが、戦前はその一部

た。
『 通史編 近代 』では、

受ける構造へと変化します。新しくできた工場の工員を確保するため、行政

とで、それぞれの郡の教育の特徴が浮かび上がることとなりました。

こうした御料林の実態と変

も積極的に協力します。住宅建築も進み、都市計画事業が策定され、挙母は

が皇室財産に編入され、宮

容の過程を丁寧に明らかに

近代』

通史編

『新修豊田市史4

「学校沿革誌」に見る昭和二十年
―豊田市立青木小学校「学校沿革誌」の調査を通じて―

教員の異動の記
載がその後も続き
ます。前述した四
月一日の担任発表

じることはあっても、資料に基づいて客観的に事実を執筆するとなると全く

初等科は一九学級

は あ り ま し た が、

でも高等科の五学

次元の異なることでした。多岐にわたる多くの資料を収集する中で、昭和

あるのに何度数えても一五人の担任名しかありません。その後、四月から六

『新修豊田市史５ 通史編 現代』
において教育分野の執筆を担当しまし

二十
（一九四五）
年に私がかつて勤務した青木小学校
（旧猿投第二尋常高等小

月にかけて三名の先生の赴任挨拶と七名の先生の新任挨拶の記載があること

級の担任名の記載

学校・旧猿投村南部国民学校）
で児童の農繁休暇が取られたことを知りまし

から、この時期に赴任した先生が担任に就任したものと思われます。こうし

た。長年豊田市の小中学校で勤務し、豊田市の教育の変容について肌身に感

た。その確認のために青木小学校へ出向き、昭和二十年の
「学校沿革誌 猿

たいわば五月雨式に担任が就任することは今の学校現場では想像できないこ

あい さつ

投第二尋常高等小学校」（写真１）
を調査したところ、無事に農繁休暇にかか

とです。

さ み だ れ

わる記述を見つけることができました。学校沿革誌は卒業生台帳とともに永

ここではその一端を紹介します。

ら戦中あるいは戦後まもなくの学校の様子を数多く知ることができました。

五月十七日

五月十四日

五月十二日

青少年に賜る勅語奉読式

近藤初男先生入団につき一部生徒見送り

吉村好学先生 新任挨拶

在郷軍人点呼

五月以降は、戦時色を強くうかがうことのできる記録が続きます。

現在の青木小学校は、昭和二十年当時は猿投村南部国民学校といい初等

五月二十二日

吉村好学先生入隊 農繁期短縮授業実施五月三十日

年保存とされる貴重な資料です。そこでさらに調査を進めたところ、そこか

科と高等科を合わせて一二七〇名が在籍していました。四月一日に担任発表

五月三十日

から六月四日まで

があったという記述があり、翌日に二人の先生の
「告別式」
があったことが記
載されています。他の箇所からも
「告別式」
という文言を見つけることができ

五年生以上勤労動員開始

四月十八日に新任として着任された近藤先生が五月十七日に入団につき

六月十一日

三国民学校校長に任命され、五月五日に教頭先生を含む三人の先生の
「告別

出発、五月十四日に新任として着任された吉村先生がその月の三十日に入隊

ますが、その言葉の持つ現代的な語感から、私は当初
「戦災で亡くなられた

式」
があり、五年生以上は駅に見送り、と記載されていて、今でいう
「告別

されます。入団は海軍の海兵団、入隊は陸軍を意味するものです。六月に入

本日より四年生以下二部授業開始

式」
とは意味が異なることに気づきました。そこでさらに調査を進めてみる

ると五年生以上の勤労動員が始まります。写真２のような作業が行われた

七月六日

と異動のあった先生の離任式がここでは
「告別式」
と記述されていることがわ

のでしょうか。七月に入ると四年生以下は二部に分かれて授業が行われま

のか」
とも思いました。しかし、四月三十日付で当時の教頭先生が盛岡村第

かりました
（現在、豊田市ではこうした行事は行われていません）
。
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「学校沿革誌 猿投第二尋常
高等小学校」

写真１

される 大東亜戦争終了す」と

ツダム宣言受諾の御放送を遊ば

八月十五日には
「 天皇陛下ポ

せん。

不足が原因だったのかもしれま

はありませんが、教室や教員の

す。ほかの学校の事情は定かで

じゅうをもらって帰ってきた記憶があります。

まで元旦に学校へ行って
（何をしたのか全く記憶にありませんが）
紅白まん

式」（ weblio
国語辞典）
という説明を見つけました。戦後ですので御真影云々
はないにしても形を変えて行われたのかもしれません。私も小学校の低学年

徒が参集し、天皇・皇后両陛下の御真影を拝し、国歌君が代を奏唱した儀

わる拝賀式についての記述として、
「戦前、一月一日に全国諸学校で職員生

えたことでしょう。一月一日の拝賀式とは何かを調べたところ、学校にかか

事のみを記載する学校沿革誌に

十二月七日

加茂職員体育大会

学校対村役場野球大会

十一月二十八日 村職員野球大会出場

学校沿革誌には、子どもたちと直接かかわらない記載もあります。

この一行が書かれた重みを感じ

十二月十六日

校内職員排球
（バレーボール）
大会

記録されています。学校の出来

ざるを得ません。

二月二十三日

革が相次ぎました。いわゆる墨塗教科書も青木小学校勤務時代に見た記憶が

容ですが、戦時中にはまず絶対にできなかったことであり、これらのことが

今なら学校沿革誌に記載しないような教職員のレクリエーション的な内

戦後の学校教育は
『通史編 現代』
に記載したように混乱の中で大きな変
あり、今でも学校に保管されているはずです。沿革誌の記載は続きます。八

何よりの時代の変化、平和な時代の訪れを表している気がします。

うか。学校沿革誌をさらに読み進めていくと九月三日と十月一日に
「近藤」
と

さて、五月に出征された二人の新任の先生はその後どうなったのでしょ

月二十二日に、五年生にツベルクリン接種の記録があります。年が明けた二
月には
「種痘接種」
の記録もあり、終戦後の混乱の中でも結核に対する予防措
置が取られていました。

十一月十一日

十一月四日

進駐軍人三名通訳一名計四名 校内巡視のため来校

奉仕二十三日まで

農繁のため農家児童自家作業 非農家家庭児童勤労

秋季運動会開催

の校長先生です。吉村校長先生はその年度末にご定年を迎えられました。

事に帰られました。私が昭和五十五年四月に新任で青木小学校へ着任した時

わかりません。吉村好学先生の記録はこの年の沿革誌にはありませんが、無

ませんので、入団された近藤初男先生がお帰りになったのか沿革誌からでは

いうお名前の先生の赴任挨拶にかかわる記載があります。下のお名前があり

十一月十七日

新年拝賀式挙行

子どもたちにかかわる記録を拾ってみましょう。

一月一日

就職者身体検査

（現代部会 特別執筆員 杉山博久）

学校の耐火書庫にひっそりと学校の歴史が眠っています。

らデジタル化して保存することも考えられるかもしれませんが、それぞれの

記念誌を作る時ぐらいしか開かれる機会はないかもしれません。今の時代な

前述のように各学校には学校沿革誌が大切に保管されています。学校の

一月二十六日

児童演芸大会

新年祝賀挙行

二月二日

十一月には運動会、二月には児童演芸大会が行われています。児童演芸
大会は今でいう学芸会でしょうか。
「進駐軍人」
の視察は、さぞや緊張して迎
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運動場を開墾して芋畑に
（『青木小学校110周年記念誌』
より）
写真２

豊田市郷土資料館特別展『新修豊田市史』通史編刊行記念

「はじめてのとよた史」
を開催

スト」「人・モノの交流のダイナミズム」「多様な土

が見えてきました。
「山間部と平野部のコントラ

『現代Ⅱ』

『近代Ⅰ』『近代Ⅱ』『近代Ⅲ』『現代Ⅰ』

資料編
『古代・中世』『近世Ⅰ』『近世Ⅱ』『近世Ⅲ』

菊 判

市史編さん室
（陣中町）／郷土資料館
（陣中町）／

販売価格：四〇〇〇円

別 編
『民俗Ⅰ』『民俗Ⅱ』『民俗Ⅲ』

地利用と産業技術の展開」
です。この視点から展
開した展覧会、どんな
「歴史像」
が見えてくるので
しょうか。
出土三角縁神獣鏡」
、お寺以外での展示は初とな

民芸館
（平戸橋町）／近代の産業とくらし発見館

▼購入は左記にて

る
「木造阿弥陀如来立像
（円空仏）
」
などです。原始

（喜多町）／中央図書館
（西町）／市内一部書店

展示の目玉は、市域で初公開の
「伝・百々古墳

から現代まで、
考古資料から美術工芸、
古文書、
写

※詳細は豊田市史編さん室ＨＰへ

昭和三十九年に行われた前回の東京オリンピッ

表紙の写真

真資料など。時代も分野も超えた時間旅行を楽し
める展示となります。
ぜひ会場へお出かけ下さい。
（土）
～
期：令和四年一月二十二日

クでは、火縄銃を構え、的の扇に狙いを定める

会

三月二十日
（日）

豊田市史編さん室

今年度
『新修豊田市史』
編さん事業は全二五巻
のうち二四巻の発刊を終え、残すところ
『総集編』

人物が描かれた
「扁額鉄砲的打図板額」（足助八幡

た。

『新修豊田市史だより
 』第

令和四年一月 発行

号

界五〇余国の選手が記念の品として持ち帰りまし

ました。この手帳には競技の点数が記入され、世

宮蔵）
がライフル射撃競技の射手手帳に使用され

月曜休館 会期中展示替えあり
開館時間：午前九時～午後五時（入館は四時三十分）

一巻のみとなりました。特に
『通史編』
五巻は、こ
れまで実施してきたさまざまな調査や資料を基に

会

観 覧 料：一般三〇〇円 高校生・大学生二〇〇円

第一展示室・第二展示室

場：豊田市郷土資料館

作成された成果で、市域の歴史を原始から現代ま
で通して読むことができます。
この通史編刊行を記念して豊田市郷土資料館

※展覧会詳細は豊田市郷土資料館ＨＰへ

『 新 修 豊 田 市 史 』好 評 発 売 中

豊田市生涯活躍部

〒四七一―〇〇七九 愛知県豊田市陣中町一―一九 ―
一

文化財課 市史編さん室

ＴＥＬ 〇五六五 ―三六 ―〇五七〇
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で検索！

で、特別展が開催されることとなりました。
展覧会は伝えたいテーマを基に展示される資

新修豊田市史概要版
『豊田市のあゆみ』

展覧会のテーマと資料
料等によって構成されます。しかし約二万年前の

Ｂ５判

資料編
『考古Ⅰ』『考古Ⅱ』『考古Ⅲ』

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

ＦＡＸ 〇五六五 ―三 一 ―〇一六二

に取り上げ伝えられるのか、新しい歴史像を求め

販売価格：四五〇〇円
通史編
『原始』『古代・中世』『近世』『近代』『現代』

Ａ４判

別 編
『美術・工芸』『建築』『自然』

この地域を特徴づけているいくつかのキーワード

て、改めて各時代を通して市域の歴史を見た時、

て、担当間で勉強会が何度か開かれました。そし

販売価格：二一〇〇円

旧石器時代から現代までの内容・資料をどのよう

29

