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森町立図書館講座

～それぞれの地域に息づく

森町の学校１５０年の歴史～

森町学校と二人の男 大人のための絵本のはなし

第１回

森町における学校の歴史

第２回 第３回

令和３年度

森高の教諭・校長として、

地域の皆さんと長年関わり、

その縁(えにし)から、退職後

は森町文化協会に携わる。

昨年来、森町内で幾つか

の学校が閉校されたのを機

に、林さんは、それぞれの

学校の歴史を残すべく、会

員や地域の皆さんの協力を

得て『森町に息づく校歌』を

発行。本講座では、この本

に掲載された明治初期から

の各学校の歴史や、地域の

学校設立に情熱を傾けた先

人の努力についてお話をい

ただきます。

林 昭光 さん
（森町向天方在住／森町文

化協会会長／元公立高校・

静岡理工科大学教員）

講 師

令和３年８月２９日（日）

１３：３０～１５：００
【場 所】森町文化会館小ホール

【対 象】一般

【定 員】５０名（要申込・先着順・参加費無料）

【申 込】令和３年７月１５日(木)から受付

電話・ＦＡＸ・来館にて受付
※ＦＡＸにてお申込みの方は、チラシ裏面の申込用紙

をご利用ください。

【お申込み・お問い合わせ】

森町立図書館管理係

電 話：０５３８－８５－１１１３

ＦＡＸ：０５３８－８４－００３０

森町立図書館では、地域の歴史・文化・産業のほか、

本との関わり方など幅広いテーマの教養講座を開催

します。館内資料を活用することでさらに知識が深まり、

学ぶ楽しさを味わえる内容です。ぜひご参加ください。

【第１回講座】

～三木の里歴史さんぽ～

森町における学校の歴史

主 催 森町立図書館（森町教育委員会社会教育課）

８月29日(日)
７月15日～受付

９月12日(日)
７月15日～受付

１０月３日(日)
７月15日～受付

講師：松本 茂 さん 講師：秋山 みどり さん

学ぶ楽しさ、一緒に味わおう！

Let's have fun learning together

～子どもの頃を思い出して

今読んでもらいたい絵本たち～
～森町近代教育の象徴、森町

学校に関わった二人の旧幕臣～



お名前 住　　所 電話番号

森町立図書館講座

三木の里歴史さんぽ

送信先 森町立図書館
ＦＡＸ：０５３８－８４－００３０

森町では、学校が子どもの教育を担うと共に、地域の皆さ

んが学校を拠点としてその地域の文化を育んできました。

このような中で昨春、泉陽中学校が閉校し、この３月に三

倉小学校と天方小学校が閉校になりました。

森町文化協会ではこの機会にそれぞれの地域で息づい

てきた各学校（すでに廃校になった学校を含む）の歴史を何

らかの形で残そうと考え『森町に息づく校歌』を刊行しました。

この編集に携わり多くのことを学ぶことができました。

今回は、その幾つかを紹介できればと思います。皆さんの

受講をお待ちしています。

森町における

学校の歴史

FAX 用申込書

第１回講座
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森町立図書館講座

～それぞれの地域に息づく

森町の学校１５０年の歴史～

森町学校と二人の男 大人のための絵本のはなし

第１回

森町における学校の歴史

第２回 第３回

～森町近代教育の象徴、森町

学校に関わった二人の旧幕臣～

令和３年度

講 師

令和３年９月１２日（日）

１３：３０～１５：００
【場 所】森町文化会館小ホール

【対 象】一般

【定 員】５０名（要申込・先着順・参加費無料）

【申 込】令和３年７月１５日(木)から受付

電話・ＦＡＸ・来館にて受付
※ＦＡＸにてお申込みの方は、チラシ裏面の申込用紙

をご利用ください。

【お申込み・お問い合わせ】

森町立図書館管理係

電 話：０５３８－８５－１１１３

ＦＡＸ：０５３８－８４－００３０

森町立図書館では、地域の歴史・文化・産業のほか、

本との関わり方など幅広いテーマの教養講座を開催

します。館内資料を活用することでさらに知識が深まり、

学ぶ楽しさを味わえる内容です。ぜひご参加ください。

【第２回講座】

～三木の里歴史さんぽ～

森町学校と二人の男

主 催 森町立図書館（森町教育委員会社会教育課）

８月29日(日)
７月15日～受付

９月12日(日)
７月15日～受付

１０月３日(日)
７月15日～受付

講師：松本 茂 さん 講師：秋山 みどり さん

学ぶ楽しさ、一緒に味わおう！

Let's have fun learning together

松本 茂 さん
（浜松市在住／元県立高校

長／第21回伊豆文学賞「小

説・随筆・紀行文部門」最

優秀賞受賞者）

退職を機に、両親の故

郷である森町の郷土史

に興味を持ち、歴史研究

に取り組む。

伊豆文学賞最優秀賞

の『鋳物師七郎座衛門』

では、森町の鋳物師の生

涯を史実をもとに描き、

話題に。「森町はまだ発

掘されていない、手付か

ずの歴史が多く残る町」

として、無名の人物の生

涯や、庶民の暮らしにス

ポットを当てている。

～子どもの頃を思い出して

今読んでもらいたい絵本たち～



電話番号お名前 住　　所

森町立図書館講座

三木の里歴史さんぽ

送信先 森町立図書館
ＦＡＸ：０５３８－８４－００３０

明治６年に梅林院本堂を仮校舎として発足した森町学校の

初代校長・神野信之丞は、旧幕臣で、慶応３年に小野使節団

の一員として福沢諭吉らと渡米した能吏。しかし、明治維新後

は、表舞台に姿を見せず、わずかにその姿を見せたのが明治

６年の森町だった。その２年後、近代教育の象徴というべき西

洋風木造校舎建設に尽力した神野は、落成直前で校長職を辞

し、再び表舞台から姿を消すというミステリアスな人物。

三島神社境内に建築された森町学校を「緝熙黌(しゅうきこ

う)」と命名した田嶋訥も旧幕臣であり、また優れた人物であっ

たが、激動の時代に翻弄され、不遇の人生を送った人だった。

森町に安住の地を得た田嶋だが、彼が命名したばかりの「緝

熙黌」は焼失してしまう。彼の人生を象徴するような出来事と

いっていいだろう。燃えさかる炎の中に崩れ落ちる校舎を彼は

どんな思いで眺めていたのだろうか。

三島神社境内に、わずか１１年あっただけの森町学校の始ま

りと終わりに、それぞれ深くかかわったこの二人の男について

考えてみたい。

森町学校と二人の男

FAX 用申込書

第２回講座
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森町立図書館講座

～それぞれの地域に息づく

森町の学校１５０年の歴史～

森町学校と二人の男 大人のための絵本のはなし

第１回

森町における学校の歴史

第２回 第３回

～森町近代教育の象徴、森町

学校に関わった二人の旧幕臣～

令和３年度

講 師

令和３年１０月３日（日）

１３：３０～１５：００
【場 所】森町文化会館小ホール

【対 象】一般

【定 員】５０名（要申込・先着順・参加費無料）

【申 込】令和３年７月１５日(木)から受付

電話・ＦＡＸ・来館にて受付
※ＦＡＸにてお申込みの方は、チラシ裏面の申込用紙

をご利用ください。

【お申込み・お問い合わせ】

森町立図書館管理係

電 話：０５３８－８５－１１１３

ＦＡＸ：０５３８－８４－００３０

森町立図書館では、地域の歴史・文化・産業のほか、

本との関わり方など幅広いテーマの教養講座を開催

します。館内資料を活用することでさらに知識が深まり、

学ぶ楽しさを味わえる内容です。ぜひご参加ください。

【第３回講座】

大人のための

絵本のはなし

主 催 森町立図書館（森町教育委員会社会教育課）

８月29日(日)
７月15日～受付

９月12日(日)
７月15日～受付

１０月３日(日)
７月15日～受付

講師：松本 茂 さん 講師：秋山 みどり さん

学ぶ楽しさ、一緒に味わおう！

Let's have fun learning together

秋山 みどりさん
（北戸綿在住/元Ｋ-ｍｉｘ

パーソナリティ/現ＣＭナ

レーター/絵本ｃａｆｅ

「ｍｉｒｏｎ」 主宰）

Ｋ-ｍｉｘ（ＦＭ放送局）の創

設メンバーで長年パーソナ

リティを担当。現在はＣＭ、

朗読ライブなどで幅広く活

動している。行きつけの絵

本カフェが閉店されたこ

とを機に、大人も楽しめ

る心地良い居場所を提

供しようと９年前に自宅

で絵本カフェを開業。「絵

本は子どものものだけで

なく、大人にも読んでほし

い」との思いから絵本の

読み語りライブも続けて

いる

～子どもの頃を思い出して

今読んでもらいたい絵本たち～



お名前 住　　所 電話番号

森町立図書館講座

大人のための

絵本のはなし

送信先 森町立図書館
ＦＡＸ：０５３８－８４－００３０

幼い頃、夢中になって絵本を読みふけった時間。大人になっ

て忙しい毎日を過ごしていても、心の中には、あの頃の小さな

自分がまだひっそりと息づいています。

子どもだった頃を忘れない大人たちに、今読んでほしい絵本

があります。 「なぜ、大人が絵本を読むといいんだろう」と思う

かもしれません。子どもの時に読んだ絵本を読み返してみると、

感じ方が変わってきます。大人になり、経験を積み重ねた今こ

そ、作品に込められたメッセージがリアルに心に伝わるんです。

晴れた日、少し疲れた日、泣きたい日に、そっと心に寄り

添ってくれる絵本たち・・。素晴らしい絵本の世界を旅するため

に、一緒にページを開いてみませんか？

今回は、私のお気に入り絵本の展示や、朗読ライブもあわ

せて行います。お楽しみに！

FAX 用申込書

第３回講座


