
別表別表別表別表１１１１    基礎研究・基礎共同研究基礎研究・基礎共同研究基礎研究・基礎共同研究基礎研究・基礎共同研究    

１１１１））））基礎研究（個人研究）基礎研究（個人研究）基礎研究（個人研究）基礎研究（個人研究）    

平成 25 年度研究テーマ 研 究 者 

小規模伝統都市・飯田の社会=空間構造 吉田 伸之 (研究部長) 

下伊那地方在郷軍人会に関する資料調査と研究 上山 和雄 (顧問研究員) 

森本州平日記の研究 加藤 陽子 (顧問研究員) 

文献・系図資料からみた科野国造の再検討 田島 公 (顧問研究員) 

飯田・下伊那の教育・人間形成についての教育社会史的研究 田嶋 一 (顧問研究員) 

下伊那地域における諸身分集団の複層構造に関する研究／飯田市域における中世城

館・近世城郭の歴史的研究 
吉田 ゆり子 (顧問研究員) 

古代東山道における地域特性の総合的研究 北村 安裕（研究員） 

飯田市域における農業・農村の変容 安岡 健一（研究員） 

近世飯田町と周辺農村に関する基礎的研究 伊坪 達郎 (調査研究員) 

満州開拓団の構成・送出と戦後引揚げへの対応 本島 和人 (調査研究員) 

飯田・下伊那地域の寺社と地域社会に関する基礎的研究 竹ノ内 雅人 (調査研究員) 

飯田上飯田の社会経済史 田中 雅孝 (調査研究員) 

飯田城下町上層町人の社会的位相 多和田 雅保 (調査研究員) 

明治期における町村社会と小学校運営 多和田 真理子 (調査研究員) 

『胡桃澤盛日記』の研究 池田 勇太 (客員研究員) 

下伊那と満州移民／近代飯田遊廓の形成から廃止の過程の歴史 齊藤 俊江 (客員研究員) 

 

平成 26 年度研究テーマ 研 究 者 

小規模伝統都市・飯田の社会=空間構造 吉田 伸之 (研究部長) 

森本州平日記の研究 加藤 陽子 (顧問研究員) 

飯田・下伊那の教育・人間形成についての教育社会史的研究 田嶋 一 (顧問研究員) 

飯田市域における中世城館・近世城郭の歴史的研究／下伊那地域における身分的中間

層に関する研究 
吉田 ゆり子 (顧問研究員) 

飯田・下伊那の農村社会研究 安岡 健一 (研究員) 

近世南信州における領主間ネットワークと地域社会に関する総合的研究 千葉 拓真 (研究員) 

ランドスケープに適応した多様な暮らし方と建築文化に関する研究 樋口 貴彦 (研究員) 

近世飯田町と周辺農村に関する基礎的研究 伊坪 達郎 (調査研究員) 

満州開拓団の構成・送出と戦後引揚げへの対応 本島 和人 (調査研究員) 

古代東山道における地域特性の総合的研究 北村 安裕 (調査研究員) 

飯田・下伊那地域の寺社と地域社会に関する基礎的研究 竹ノ内 雅人 (調査研究員) 

近現代下伊那地域の社会経済史 田中 雅孝 (調査研究員) 

飯田城下町上層町人の社会的位相 多和田 雅保 (調査研究員) 

明治期における町村社会と小学校運営 多和田 真理子 (調査研究員) 

『胡桃澤盛日記』の研究 池田 勇太 (客員研究員) 

下伊那と満州移民／近代飯田遊廓の形成から廃止の過程の歴史 齊藤 俊江 (客員研究員) 

 

平成 27 年度研究テーマ 研 究 者 

「小規模伝統都市・飯田の社会=空間構造」2 吉田 伸之 (研究部長) 

「村と戦争」に関する総合的研究 大串 潤児（顧問研究員) 

森本州平日記の研究 加藤 陽子 (顧問研究員) 

飯田・下伊那の教育・人間形成についての教育社会史的研究 田嶋 一 (顧問研究員) 

伊那谷における渡来系文化の流入と定着 土生田 純之（顧問研究員） 

飯田市域における中世城館・近世城郭の歴史的研究／下伊那地域における身分的周縁 吉田 ゆり子（顧問研究員） 



に関する研究 

アジア・太平洋戦争期「軍事郵便」の総合的研究 安岡 健一 (研究員) 

近世南信州における領主間ネットワークと地域社会に関する総合的研究 千葉 拓真 (研究員) 

ランドスケープに適応した多様な暮らし方と建築文化に関する研究 樋口 貴彦 (研究員) 

近世飯田町と周辺農村に関する基礎的研究 伊坪達郎 (調査研究員) 

下伊那と満州移民／近代飯田遊廓の形成から廃止の過程の歴史 齊藤 俊江 (調査研究員) 

満州移民の送出過程―満州視察・メディアから― 本島 和人 (調査研究員) 

古代東山道における地域特性の総合的研究 北村 安裕 (調査研究員) 

飯田・下伊那地域の寺社と地域社会に関する基礎的研究 竹ノ内 雅人 (調査研究員) 

近現代下伊那地域の社会経済史 田中 雅孝 (調査研究員) 

飯田城下町上層町人の社会的位相 多和田 雅保 (調査研究員) 

明治期における町村社会と小学校運営 多和田 真理子 (調査研究員) 

『胡桃澤盛日記』の研究 池田 勇太 (客員研究員) 

 

平成 28年度研究テーマ 研 究 者 

「小規模伝統都市・飯田の社会＝空間構造」2 吉田 伸之 (研究部長) 

森本州平日記を読む 加藤 陽子 (顧問研究員) 

飯田・下伊那の教育・人間形成についての教育社会史的研究 田嶋 一 (顧問研究員) 

伊那谷における渡来系文化の流入と定着 土生田 純之 (顧問研究員） 

飯田市域における中世城館・近世城郭の歴史的研究／下伊那地域における身分的中間

層に関する研究／下伊那地域における身分的周縁に関する研究 
吉田 ゆり子 (顧問研究員） 

近世南信州における領主間ネットワークと地域社会に関する総合的研究 千葉 拓真 (研究員) 

ランドスケープに適応した多様な暮らし方と建築文化に関する研究 樋口 貴彦 (研究員) 

飯田・下伊那における村社会の構造と展開 羽田 真也（研究員） 

満蒙開拓青少年義勇軍についての研究／飯田市平和祈念館資料室 所蔵資料の歴史

的調査 
原 英章 (調査研究員) 

下伊那と満州移民／近代飯田遊廓の形成から廃止の過程の歴史 齊藤 俊江 (調査研究員) 

満洲視察、教学奉仕隊は地域にどう伝えられたか 本島 和人 (調査研究員) 

古代東山道における地域特性の総合的研究 北村 安裕 (調査研究員) 

飯田・下伊那地域の寺社と地域社会に関する基礎的研究 竹ノ内 雅人 (調査研究員) 

近代養蚕地帯における都市と農村 田中 雅孝 (調査研究員) 

近世・近代の飯田町を中心とするネットワークの研究 多和田 雅保(調査研究員) 

小学校の設置・運営と地域の関わり 多和田 真理子 (調査研究員) 

日中戦争期の飯田下伊那の社会史的研究 安岡 健一 (調査研究員) 

「森本」、「胡桃澤」両日記 1920～1932 年の思想史的な意味 橋部 進（市民研究員） 

伊那自由大学受講生の社会階層 清水 迪夫（市民研究員） 

飯田の街角の文字デザインと歴史を見つめる 林 武史（市民研究員） 

    

２２２２））））基礎共同研究基礎共同研究基礎共同研究基礎共同研究    

ａ基盤調査ａ基盤調査ａ基盤調査ａ基盤調査        

平成 25 年度研究テーマ 研究代表者 

史料所在状況調査 竹ノ内 雅人（調査研究員） 

史料現状記録調査 竹ノ内 雅人（調査研究員） 

オーラルヒストリー調査 安岡 健一（研究員） 

歴史的建造物調査 伊藤 毅 (顧問研究員) 

行政非現用文書調査 安岡 健一（研究員） 

在外史料調査 吉田 伸之 (研究部長) 



古代・中世史料収集 北村 安裕（研究員） 

 

平成 26 年度研究テーマ 研究代表者 

史料所在状況調査 安岡 健一（研究員） 

史料現状記録調査 千葉 拓真（研究員） 

オーラルヒストリー調査 安岡 健一（研究員） 

歴史的建造物調査 伊藤 毅 (顧問研究員) 

行政非現用文書調査 安岡 健一（研究員） 

在外史料調査 吉田 伸之（研究部長) 

古代・中世史料収集 北村 安裕（調査研究員） 

 

平成 27 年度研究テーマ 研究代表者 

史料所在状況調査 安岡 健一（研究員） 

史料現状記録調査 千葉 拓真（研究員） 

オーラルヒストリー調査 安岡 健一（研究員） 

歴史的建造物調査 樋口 貴彦 (研究員) 

歴史的公文書調査 安岡 健一（研究員） 

在外史料調査 吉田 伸之（研究部長) 

古代・中世史料収集 北村 安裕（調査研究員） 

 

平成 28年度研究テーマ 研究代表者 

史料所在状況調査 千葉 拓真（研究員） 

史料現状記録調査 千葉 拓真（研究員） 

オーラルヒストリー調査 齊藤 俊江（調査研究員） 

歴史的建造物調査 樋口 貴彦 (研究員) 

歴史的公文書調査 羽田 真也（研究員） 

在外史料調査 吉田 伸之（研究部長) 

古代・中世史料収集 北村 安裕（調査研究員） 

 

ｂ課題研究ｂ課題研究ｂ課題研究ｂ課題研究    

平成 25 年度研究テーマ 研究代表者 

学校所蔵資料の悉皆的調査および研究方法について 多和田 真理子 (調査研究員) 

山里の分節的把握 －阿智村清内路を素材として 吉田 伸之 (研究部長) 

 

平成 26 年度研究テーマ 研究代表者 

小学校区を単位とする地域社会の文化構築に関する歴史的研究 多和田 真理子 (調査研究員) 

山里の分節的把握 －阿智村清内路を素材として 吉田 伸之 (研究部長) 

近世山里社会の存立条件に関する研究 吉田 ゆり子 (顧問研究員) 

飯田・上飯田地域におけるオーラルヒストリーによる昭和期住民生活史の研究 田中 雅孝 (調査研究員) 

 

平成 27 年度研究テーマ 研究代表者 

小学校区を単位とする地域社会の文化構築に関する歴史的研究 多和田 真理子 (調査研究員) 

山里の分節的把握 －阿智村清内路を素材として 吉田 伸之 (研究部長) 

近世山里調査の存立条件に関する研究 吉田 ゆり子 (顧問研究員) 

 

平成 28年度研究テーマ 研究代表者 

小学校区を単位とする地域社会の文化構築に関する歴史的研究 多和田 真理子 (調査研究員) 

山里の分節的把握 －阿智村清内路を素材として 吉田 伸之 (研究部長) 

近世山里社会の存立条件に関する研究 吉田 ゆり子 (顧問研究員) 



ｃ単位地域プロジェクトｃ単位地域プロジェクトｃ単位地域プロジェクトｃ単位地域プロジェクト    

平成 25 年度研究テーマ 研究代表者 

飯田・上飯田 多和田 雅保 (調査研究員) 

座光寺 北村 安裕（研究員） 

南信濃 安岡 健一（研究員） 

 

平成 26 年度研究テーマ 研究代表者 

飯田・上飯田 多和田 雅保 (調査研究員) 

座光寺 千葉 拓真（研究員） 

南信濃 安岡 健一（研究員） 
 

 

平成 27 年度研究テーマ 研究代表者 

飯田・上飯田 多和田 雅保 (調査研究員) 

座光寺 千葉 拓真（研究員） 

 

平成 28年度研究テーマ 研究代表者 

飯田・上飯田 多和田 雅保 (調査研究員) 

座光寺 千葉 拓真（研究員） 

 

別表別表別表別表２２２２    飯田市地域史研究集会飯田市地域史研究集会飯田市地域史研究集会飯田市地域史研究集会････ラウンドテーブルラウンドテーブルラウンドテーブルラウンドテーブル････定例研究会定例研究会定例研究会定例研究会････史料研究ノート史料研究ノート史料研究ノート史料研究ノート    

１）飯田市地域史研究集会１）飯田市地域史研究集会１）飯田市地域史研究集会１）飯田市地域史研究集会    

平成 25 年度 第 11回（飯田信用金庫本店大会議室） 

特  集   古代の交通と地方社会―イナ・シナノとその周辺― 

 

8/24

（土） 

趣旨説明 田島 公 東京大学史料編纂所 

講

演 
日本古代における交通と地方社会 加藤 友康 明治大学特任教授 

報

告 

古代信濃の東山道と地域開発 福島 正樹 長野県立歴史館学芸員 

文献史料にみる甲斐と信濃 海老沼 真治 山梨県立博物館学芸員 

上野国多胡碑にみえる交通と地域社会 磐下 徹 大阪市立大学准教授 

美濃坂本駅の衰退と信濃園原の成立 中里 信之 阿智村教育委員会学芸員 

伊那郡における交通路と地域結合 北村 安裕 飯田市歴史研究所研究員 

コメ

ント 
<毛細血管状の道>と<動脈状の道> 市澤 英利 飯田市上郷考古博物館館長 

8/25

（日） 

研

究

報

告 

飯田市座光寺恒川遺跡群について 坂井 勇雄 飯田市教育委員会文化財担当 

座光寺のここがすごいぞ「歴史発見！」 座光寺小学校 6年 1 組・田畑孝宏教諭 

高度成長期農村における家族の変容 安岡 健一 飯田市歴史研究所研究員 

17 世紀後半における飯田藩と京都 千葉 拓真 飯田市歴史研究所研究員 

 

平成 26 年度 第 12回（飯田市公民館） 

特  集   記憶と経験を語り継ぐこと ―地域遺産としての「口述資料」― 

8/23 

（土） 

講

演 
「被爆者の声」、その力―「口述資料」文書資料― 今野 日出晴 岩手大学教授 

報

告 

沖縄戦証言記録（オーラル・ヒストリー）の学校教材

化への取組み―「創造」される歴史― 
久部良 和子 沖縄県文化観光スポーツ部 

歴史資料としての語り―｢満洲」体験者から学んだこと 齊藤 俊江 満州移民を考える会 

私達が高齢者の語りを聴く意味 

―オーラルヒストリーから学んだこと 

飯田女子短期大学 

家政学科生活福祉専攻 2 年 3 名 

飯田市歴史研究所におけるオーラルヒストリー 安岡 健一 飯田市歴史研究所研究員 

8/24 

（日） 

熊谷元一写真アーカイブズについて 林 茂伸 阿智村協働活動推進課長 

語られた江戸時代―明治時代のオーラルヒストリー― 千葉 拓真 飯田市歴史研究所研究員 

地域史料保存状況と今後の方向―共有文書を例に― 伊坪 達郎 飯田市歴史研究所調査研究員 

 

平成 27 年度 第 13回（飯田勤労者福祉センター） 

特  集  飯田・下伊那の歴史的景観 



9/5 

（土） 

趣旨説明 吉田 ゆり子 東京外国語大学教授 

報

告 

地域史と歴史的景観 伊藤 毅 東京大学教授 

イタリアの景観 受け継がれた領域の美  

―審美的眺望から地域遺産へ― 

マッテオ･ダリオ･パ

オルリッチ 
ベネチア建築大学講師 

小菅の里及び小菅山の文化的景観 鷲尾 恒久 飯山市小菅地区里づくり委員会代表 

麻績の里の歴史的景観 下平 博行 飯田市教育委員会文化財担当 

「災害」を通しての景観の再認識と継承 本島 和人 飯田市歴史研究所調査研究員 

9/6 

（日） 

飯田市丘の上と段丘景観 松島 正幸 飯田女子短期大学兼任講師 

街道と宿場の景観 木下 光 環境プランニング所長 

下栗集落の景観について 野牧 和将 郷の箱舟しもぐり代表 

 

平成 28 年度 第 1４回（飯田市公民館） 

特  集  飯田藩と地域社会 

8/27 

（土） 

講

演 

幕府権力と地域 

―武蔵多摩郡八王子地域を素材にして― 
藤田 覚 東京大学名誉教授 

報

告 

近世後期の飯田藩政―その展開と課題― 千葉 拓真 飯田市歴史研究所研究員 

堀家旧蔵古書を中心とした飯田文庫の蔵書について 加藤 みゆき 前飯田市立図書館館長 

近世における飯田の学問と文化 竹ノ内 雅人 東京大学助教 

8/28 

（日） 

座光寺「歴史に学び地域をたずねる会」活動報告 片桐 直夫 
歴史に学び地域をたずねる会

副会長 

変わる結婚式の形態 昭和 10年から現代まで 村松 孝子 飯田女性史研究会会長 

飯田・下伊那の村社会研究に向けて 

―座光寺村を対象に― 
羽田 真也 飯田市歴史研究所研究員 

満蒙開拓青少年義勇軍の創設と関東軍の関わり 原 英章 飯田市歴史研究所調査研究員 

    

２）２）２）２）ワークショップワークショップワークショップワークショップ    

平成 25 年度 

9月 28日 

平沢清人没後 40周年ワークショップ 平沢史学を学び直す 

 趣旨説明 

 報告「平沢史学における百姓一揆と小前騒動」 

 報告「平沢史学から学ぶ下伊那地域社会研究」 

 報告「平沢清人氏の人と地域史研究」 

 コメント「父 平沢清人のこと」 

 コメント「平沢清人先生と里子夫人に学ぶ」             

 

吉田 伸之（研究部長） 

深谷 克己（早稲田大学名誉教授） 

吉田 ゆり子（顧問研究員） 

伊坪 達郎（調査研究員） 

関 佐紀子（平沢清人氏長女） 

齊藤 俊江（客員研究員） 
   

平成 26 年度 

4月 19日 

『飯田・上飯田の歴史』をふりかえる 

 報告「上巻の編集、構成について」 

コメント「『飯田・上飯田の歴史』上巻の成果と課題」 

コメント「定例研「『飯田・上飯田の歴史』下巻の成果と課題」の報告」 

 

多和田 雅保（調査研究員） 

千葉 拓真（研究員） 

本島 和人（調査研究員） 

12月 7 日 

交差する日本近世史 

【第 1部】 

報告「ギョーム・カレ「歴史の比較・アプローチの交差・概念の再検

討」（『思想』1084）を読んで」 

報告「ギョーム・カレ「歴史の比較・アプローチの交差・概念の再検

討」を読んで」 

リプライ(応答) 

 

【第 2 部】 

『思想』執筆者からの発言 

 

 

齊藤 紘子（大阪市立大学都市研

究プラザ特別研究員） 

多和田 雅保（調査研究員） 

 

ギョーム・カレ（パリ社会科学高

等研究院日本学研究所長） 

高澤 紀恵（国際基督教大学教授） 

塚田 孝（大阪市立大学教授） 

森下 徹（山口大学教授） 

吉田 ゆり子（顧問研究員） 

吉田 伸之（研究部長） 

2月 21日 

伊那谷の人形芝居 

概説「伊那谷の人形芝居とその技」 

解説・上演 黒田人形保存会「寿式三番叟」「観音霊験記 壺坂寺の段」

／今田人形座「戎舞」「日高川入相花王 渡し場の段」 

 

報告「伊那人形芝居と淡路の人形遣い」 

 

 

櫻井 弘人 

（飯田市美術博物館学芸員） 

 

 

中西 英夫（南あわじ市淡路人形 

浄瑠璃資料館館長） 



 

平成 27 年度 

12月 12 日 

飯田・下伊那の領主たちと地域社会 

報告「17 世紀後半における飯田藩と交代寄合信濃衆 

―「飯田御用覚書」の分析から―」 

コメント 

 

千葉 拓真（研究員） 

 

今村 直樹（静岡大学准教授) 

３）その他３）その他３）その他３）その他    

平成 27 年度    

12月 20日 

「日本近世山里社会の存立条件に関する基礎的研究」 

代表東京外国語大学吉田ゆり子共催「遠山を学ぶ勉強会」 

 報告「明治 30年代における飯田・遠山和田間の商人の交流」 

 報告「近世遠山集落の形成過程」 

 

 

多和田 雅保（調査研究員） 

吉田 ゆり子（顧問研究員） 

 

４）４）４）４）定例研究会定例研究会定例研究会定例研究会    

平成 25 年度 

4月 27 日 川路分村と上伊那―南向村史料から― 本島 和人（調査研究員） 

5月 25 日 諏方国の分置をめぐって―交通からのアプローチ― 北村 安裕（研究員） 

6月 15 日 天竜川と商品流通の展開 伊坪 達郎（調査研究員） 

7月 20日 戦後における「地域」社会の変容―移住と定住の視点から― 安岡 健一（研究員） 

10月 26 日 信南（伊那）自由大学とその受講生 清水 迪夫（市民研究員） 

11月 30日 下伊那における自然食習慣と社会変化 岸部 大輔（市民研究員） 

12月 14日 近世における公家と大名―飯田藩主堀家と竹内家との縁組を事例に― 千葉 拓真（研究員） 

1月 25 日 『飯田・上飯田の歴史』下巻の成果と課題 
本島 和人（調査研究員） 

田中 雅孝（調査研究員） 
 

平成 26 年度 

5月 31日 飯田・下伊那における｢婦人文集｣調査中間報告 安岡 健一（研究員） 

6月 7 日 
幕府役職への就任における職務情報の授受と「両敬」 

―飯田藩主堀親寚・親義親子を事例に― 
千葉 拓真（研究員） 

7月 19日 伊那自由大学とその受講生 清水 迪夫（市民研究員） 

9月 20日 山地の建築文化 樋口 貴彦（研究員） 

10月 25 日 蚕糸業の展開と流通の変化―伊那郡嶋田村を中心に― 伊坪 達郎（調査研究員） 

11月 15 日 地方における自治思想の形成―明治期松尾小学校の自治教育 粟谷 真寿美（市民研究員） 

1月 17 日 
満洲視察と地域メディア 

―農業移住地視察は地域社会にどう伝えられたのか― 
本島 和人（調査研究員） 

 

平成 27 年度 

5月 9日 
宝暦―天明期から寛政期における交代寄合信濃衆 

―伊豆木小笠原家の動向を中心に― 
千葉 拓真（研究員） 

6月 20日 
書評報告 坂口正彦著『近現代日本の村と政策・長野県下伊那地域 1910

～60年代』 
田中 雅孝（調査研究員） 

7月 18日 教師と生徒の満洲開拓―川路村を事例に― 安岡 健一（研究員） 

8月 1日 明治期松尾村の自治体験―松尾小学校の児童議会、村の議会経験― 粟谷 真寿美（市民研究員） 

10月 31日 山村の集落景観と木材利用 ―遠山谷の山間集落を事例に― 樋口 貴彦（研究員） 

11月 21日 上飯田村羽場通の成り立ちと相互扶助―村金貸付から和合相続金へ― 伊坪 達郎（調査研究員） 

2月 6 日 松島自由移民の募集と送出―満洲農業移民送出と下伊那郡町村長会― 本島 和人（調査研究員） 

 

平成 28年度（平成 28年 8月まで) 

5月 21日 
生類憐みの令をめぐる飯田藩と江戸幕府 

―元禄二年令にかかる動向を中心に― 
千葉 拓真（研究員） 

7月 23日 商都飯田の遊廓をめぐる社会 齊藤 俊江（調査研究員） 

9月 24日 伊那自由大学受講生の社会階層 清水 迪夫（調査研究員） 

    

「人形浄瑠璃における地方伝承の価値 

―淡路座の事例を中心に―」 

   「伊那谷の村と人形浄瑠璃」 

久堀 裕朗（大阪市立大学准教授） 

 

吉田 ゆり子（顧問研究員） 



５５５５）史料研究ノート）史料研究ノート）史料研究ノート）史料研究ノート    

平成 28 年度（平成 28 年 8月まで） 

4月 9日 「郡方覚書」 千葉 拓真（研究員） 

5月 20日 
「満蒙開拓青少年義勇軍募集に関する件」 

（千代支所文書「満州移民 昭和十三年」） 
原 英章（調査研究員） 

7月 9日 旧中央公民館 建築図面にみる飯田のモダニズム 樋口 貴彦（研究員） 

    

別表別表別表別表３３３３    『飯田市歴史研究所年報』『飯田市歴史研究所年報』『飯田市歴史研究所年報』『飯田市歴史研究所年報』    

第 11号（平成 25 年 8月発刊） 

第 10 回 地域史研究集会の記録 

 特集 

地域と歩む教育の歴史 ―飯田・下伊那の学びの場から― 

特集にあたって／田嶋 一(飯田市歴史研究所顧問研究員) 

地域と学校で創る学びの共同体／佐藤 学（学習院大学教授） 

地域の教育的土壌の醸成／木下 陸奥（元飯田市公民館館長） 

飯田尋常高等小学校における「大正自由教育」の試み／多和田 真理子（飯田市歴史研究所調査研究員） 

学校史料と教育実践が地域史に問いかけるもの ―飯田東中学校と旧上村中学校を事例として／田中 清

一（飯田東中学校教諭） 

コメント 多和田・田中報告から学ぶもの／冨田 泰啓（前飯田市教育長） 

展示説明 竜丘の自由画教育について／伊坪 達郎(飯田市歴史研究所調査研究員) 

特集を終えて／田嶋 一(飯田市歴史研究所顧問研究員) 

研究報告 

探そう 上郷の昔を／飯田市立上郷小学校六年四組・同校教諭 伊藤 豊 

地元新聞から見る中学校統合 ―飯田市立緑ヶ丘中学校の成立を中心に―／木下 和子（飯田市立鼎図書

館司書） 

山本西平積善社と金澤猪之彌／竹村 雄次（高森北小学校教諭） 

論 文 
和銅～養老期の地方政策の特質 ―キソヂ・スハヂと諏方国を中心に―／北村 安裕（飯田市歴史研究所

研究員） 

ライフヒス

トリー 
竹本巴妙聞き書き ―伊那谷で祖父は地芝居を―／小池 美津貴 

随 想 菱田春草 名画『落葉』 ―その原風景をさがして―／柴田 裕巳 

調査報告 

高森町の本棟造と竹ノ内家住宅／金澤 雄記（飯田市歴史研究所客員研究員） 

橋都家の建築／金澤 雄記（飯田市歴史研究所客員研究員）・橋都 正（長野県文化財保護指導委員・飯田

市文化財審議委員） 

その他 研究活動助成成果報告、書評、新刊紹介、歴史研究所新刊紹介、歴史研究所 2012 年度の記録ほか 

 

第 12号（平成 26 年 8月発刊） 

第 11 回 地域史研究集会の記録 

 特 集 

古代の交通と地方社会 ―イナ･シナノとその周辺― 

特集「古代の交通と地方社会 ―イナ・シナノとその周辺―」に寄せて 

日本古代社会における交通と地方社会 ―「もの」と「こと」の二つの流れに即して―／加藤 友康（明

治大学特任教授） 

文献史料にみる甲斐と信濃／海老沼 真治（山梨県立博物館学芸員） 

上野国多胡碑にみる「交通」／磐下 徹（大阪市立大学大学院講師） 

美濃坂本駅の衰退と信濃園原の成立―神坂越えにおける平安初期の交通形態をめぐって―／中里 信之

（阿智村教育委員会学芸員） 

伊那郡における交通路と地域結合／北村安裕（飯田市歴史研究所研究員） 

コメント 伊那谷南部の弥生時代後半から古墳時代前半の交通と交通路 ―毛細血管状の道と動脈状の道

―／市澤 英利（飯田市上郷考古博物館館長） 

パネル構成 結ばれる都と地方―古代の東山道―／北村 安裕(飯田市歴史研究所研究員)・小林 彩(飯田

市歴史研究所総務係) 

座光寺のここがすごいぞ 歴史発見！ ―遺跡学習を通して見つめなおす、ふるさと「座光寺」のかけが

えのない歴史的文化財―／座光寺小学校 6年 1 組・同校教諭 田畑 孝宏 

小特集 
平沢清人没後 40周年ワークショップ 平沢史学を学びなおす 

平沢史学における百姓一揆と小前騒動／深谷 克己（早稲田大学名誉教授） 



平沢史学から学ぶ下伊那地域研究／吉田 ゆり子（飯田市歴史研究所顧問研究員） 

平沢清人氏の人と地域史研究／伊坪 達郎（飯田市歴史研究所調査研究員） 

コメント 父 平沢清人のこと／関 佐紀子(平沢清人氏長女) 

コメント 平沢清人先生・里子夫人に学ぶ／齊藤 俊江（飯田市歴史研究所客員研究員） 

論文 
高度成長期地域社会における高齢化と家族の変容 ―ジェンダーと「老い」という視点から／安岡 健一

（飯田市歴史研究所研究員） 

研究ノート 

千村家飯田代官市岡家の身分と職分／小野 歩実 

一七世紀後半における飯田藩と京都 ―「飯田御用覚書」から―／千葉 拓真（飯田市歴史研究所研究員） 

大正期飯田町の都市問題と行財政／田中 雅孝（飯田市歴史研究所調査研究員） 

満州移民の引揚げ後の経済と生活 ―長野県千代村の人々をめぐって―／湯本 麻矢(宇都宮大学)・大栗 

行昭(宇都宮大学教授) 

史料紹介 『清内路村報』―村報と満州移民の時代―／本島 和人（飯田市歴史研究所調査研究員） 

その他 新刊案内、歴史研究所新刊紹介、研究活動助成成果報告、歴史研究所二〇一三年度の記録ほか 

 

第 13号（平成 27 年 8月発刊） 

第 12回 地域史研究集会の記録 

 特  集 

記憶と経験を語り継ぐこと 

特集「記憶と経験を語り継ぐこと」に寄せて／安岡 健一（飯田市歴史研究所研究員） 

「被爆者の声」、その力 ―「口述資料」と文書資料―／今野 日出晴（岩手大学教授） 

沖縄戦証言記録（オーラル・ヒストリー）の学校教材化への取り組み ―「創造」される歴史―／久部

良 和子(沖縄県文化観光スポーツ部) 

歴史資料としての語り ―「満洲」体験者から学んだこと―／齊藤 俊江（満洲移民を考える会会員） 

飯田市歴史研究所におけるオーラルヒストリー／安岡 健一（飯田市歴史研究所研究員） 

熊谷元一写真アーカイブについて／林 茂伸（阿智村協働活動推進課） 

地域史料保存状況と今後の方向―共有文書を例に―／伊坪 達郎（飯田市歴史研究所調査研究員） 

多様な形と、語りを残し伝える意志 ―パネル展示「「聞き書き」を聞き取る」から―／本島 和人（飯

田市歴史研究所調査研究員） 

小特集 1 

『飯田・上飯田の歴史』をふりかえる 

飯田・上飯田研究をさらに進めるために／多和田 雅保（飯田市歴史研究所調査研究員） 

『飯田・上飯田の歴史・下巻』の成果と課題／田中 雅孝（飯田市歴史研究所調査研究員） 

地域の個性と複雑な流れを明らかにするために／本島 和人（飯田市歴史研究所調査研究員） 

小特集 2 

「交差する日本近世史」を読む 

ワークショップ「交差する日本近世史」について／吉田 伸之（飯田市歴史研究所所長） 

ギョーム・カレ「歴史の比較・アプローチの交差・概念の再検討」を読んで／齊藤 紘子（京都精華大

学講師） 

ギョーム・カレ「歴史の比較・アプローチの交差・概念の再検討」に寄せて／多和田 雅保（飯田市歴

史研究所調査研究員） 

研究ノート 
ガラス乾板から見える昭和の写真館と松尾村 ―地域の自画像としての写真館史料―／本島 和人（飯

田市歴史研究所調査研究員） 

調査報告 

飯田市江戸町 福沢洋治氏所蔵文書 附 目録／千葉 拓真（飯田市歴史研究所研究員） 

旧中央公民館建築図面にみる飯田のモダニズム／樋口 貴彦（飯田市歴史研究所研究員） 

『信州地域史料アーカイブ』事業 ―県内諸施設所蔵の地域史料デジタル公開へ―／伊坪 達郎（飯田

市歴史研究所調査研究員） 

飯田市立追手町小学校・座光寺小学校所蔵史料調査報告／多和田 真理子（飯田市歴史研究所調査研究

員） 

<史料で読む

飯田・下伊那

の歴史>4 

教え子（兵士）からの最後の手紙 ―川路村・今村正業氏宛軍事郵便資料より―／上河内 陽子(元調査

研究員補助員) 

その他 新刊紹介・映画評、歴史研究所新刊紹介、研究活動助成成果報告、歴史研究所 2014年度の記録ほか 

 

第 14号（平成 28年 11月発刊） 

第 13 回 地域史研究集会の記録 

 特 集 飯田・下伊那の歴史的景観 



特集「飯田・下伊那の歴史的景観」に寄せて／吉田 ゆり子（飯田市歴史研究所顧問研究員） 

地域史と歴史的景観／伊藤 毅（飯田市歴史研究所顧問研究員） 

審美的景観から遺産としての領域へ(From Scenic Beauties to Heritage Territory)／マッテオ・ダリ

オ・パオルッチ（ベネチア建築大学講師） 

小菅の里から／鷲尾 恒久（飯山市小菅の里づくり委員会代表） 

麻績の里の歴史的景観／下平 博行（飯田市教育委員会文化財担当） 

「防災」を通しての景観の再認識と継承「人と暮らしの伊那谷遺産」紹介／本島 和人（飯田市歴史研

究所調査研究員） 

飯田丘の上と段丘景観／松島 正幸(元飯田女子短期大学兼任講師) 

「景観見つけ隊」と「和田宿修景事業」の活動報告／木下 光(環境プランニング所長) 

下栗集落の景観について ～エコ地元学レポート～／野牧 和将(郷の箱舟しもぐり代表) 

企画展示『飯田・下伊那の景観と人々』によせて／樋口 貴彦（飯田市歴史研究所研究員） 

小特集 1 

ワークショップ 伊那谷の人形芝居 

伊那谷の人形芝居とその技／櫻井 弘人（飯田市美術博物館学芸員） 

伊那人形芝居と淡路の人形遣い／中西 英夫(南あわじ市淡路人形浄瑠璃資料館館長) 

人形浄瑠璃における地方伝承の価値 ～淡路座の事例を中心に～／久堀 裕朗（大阪市立大学准教授） 

伊那谷の村と人形浄瑠璃／吉田 ゆり子(飯田市歴史研究所顧問研究員) 

小特集 2 

『胡桃澤盛日記』（全六巻）完結記念会 

「胡桃澤盛日記」（全六巻）完結記念会によせて／田中 雅孝(飯田市歴史研究所調査研究員) 

地域に生きる人々の持つ力 －戦後を遠く離れて／加藤 陽子(飯田市歴史研究所顧問研究員) 

歴史教育としての『胡桃澤盛日記』／小川 幸司（長野高等学校教頭） 

人・時代・地域の証言者としての盛日記を読んで／寺沢 宜勝（豊丘村教育長） 

父の「日記」／胡桃澤 美智子（胡桃澤盛氏の末娘） 

        ワークショップ報告 飯田・下伊那の領主たちと地域社会 

小特集 3 
飯田・下伊那の領主たちと地域社会／千葉 拓真（飯田市歴史研究所研究員） 

一七世紀後半における飯田藩と信濃衆 －｢飯田御用覚書｣の分析から／千葉 拓真（歴史研究所研究員） 

研究ノート 近世における堀家墓所の成立と飯田藩政／千葉 拓真（飯田市歴史研究所研究員） 

史料研究ノ

ート 

区有文書にみるアジア・太平洋戦争開戦直後の配給事情 －飯田市一色区有文書調査から－／本島 和人

（飯田市歴史研究所調査研究員） 

アカデミア 地域の中の「戦争責任」問題／大串 潤児（飯田市歴史研究所顧問研究員） 

調査・ 

研究報告 

飯田市上郷「飯沼区有文書」調査と整理／伊坪 達郎（元飯田市歴史研究所調査研究員） 

遠山谷下栗地区における集落景観と木材利用／樋口 貴彦（飯田市歴史研究所研究員） 

史料で読む

飯田・下伊那

の歴史 5 

飯田町の御札降り―「慶応三年 萬用日賀恵」を読む／伊坪 達郎（元飯田市歴史研究所調査研究員） 

その他 新刊紹介、歴史研究所新刊紹介、研究活動助成成果報告、歴史研究所 2015 年度の記録ほか 
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１）１）１）１）出前出前出前出前講義等講義等講義等講義等    

平成 25 年度 

4月 17 日 

5月 15 日 
阿智村古文書講座 11・12（阿智村コミュニティ館） 伊坪 達郎（調査研究員） 

5月 18日 
長野原歴史研究会総会「御触書で村々へ伝えられたこと―長野原区有林文書

より―」（長野原区民センター） 
伊坪 達郎（調査研究員） 

6月 9日 講演会「地域研究のあり方」（茅野市八ヶ岳総合博物館） 吉田 伸之(所長) 

6月 25 日 
阿智村高齢者クラブ連合会社会部主催研修講演会 

「満州移民と下伊那西部の村」（阿智村コミュニティ館） 
本島 和人（調査研究員） 

6月 27 日 赤門スクール「飯田町の御札降り」（飯田合同庁舎） 伊坪 達郎（調査研究員） 

7月 5 日 上郷地区の成り立ちを知る連続講演第 1弾「元禄山論」（上郷公民館） 竹ノ内 雅人（調査研究員） 

7月 20日 鼎歴史を学ぶ会学習会「新井家文書を読む」（鼎公民館） 伊坪 達郎（調査研究員） 



8月 3日 
上郷地区の成り立ちを知る連続講演第 3弾 

「大井（三つ井）について」（上郷公民館） 
竹ノ内 雅人（調査研究員） 

8月 3・4日 美博まつり「建物の模型を作ろう」（美術博物館） 金澤 雄記（客員研究員） 

8月 18日 美術博物館歴史文化講座「商品流通の発展と天竜川交通」（美術博物館） 伊坪 達郎（調査研究員） 

9月 25 日 市民大学講座「信南(伊那）自由大学と下伊那の青年たち」（飯田市公民館） 清水 迪夫（市民研究員） 

10月 2 日 市民大学講座「農業移民としての『満洲国へ』」（飯田市公民館） 齊藤 俊江（客員研究員） 

10月 27 日 美術博物館歴史文化講座「伊那電の開通と中津川線」（美術博物館） 本島 和人（調査研究員） 

10月 28日 
緑ヶ丘中学校（1年生）ふれあい体験講座 

「飯田線と人々の願い」（緑ヶ丘中学校） 
伊坪 達郎（調査研究員） 

11月 6 日 
緑ヶ丘中学校（1年生）ふれあい体験講座 

「飯田線の歴史や飯田線の今後について」（上郷公民館） 
伊坪 達郎（調査研究員） 

11月 23日 
鼎歴史を学ぶ会 新井家文書学習会 第 2回 

「茶屋町の発達と借屋人の増加」（鼎公民館） 
伊坪 達郎（調査研究員） 

1月 12 日 
美術博物館企画展「お金の博物誌」講演会 

「下伊那の町村札・商品札」（美術博物館） 
伊坪 達郎（調査研究員） 

1月 16 日 
東野公民館 若草の里東野講座 第 1回 

「上飯田の農村生活―地図から歴史を読む―」（東野公民館） 
田中 雅孝（調査研究員） 

1月 19日 
歴史に学び地域をたずねる会他主催 座光寺ふるさと再発見講座「恒川清水

と古代のまつり」（恒川清水生活改善センター） 
北村 安裕（研究員） 

1月 21日 しんきん若手経営者の会「飯田遊廓の歴史と娼妓の生活」（千登勢） 齊藤 俊江（客員研究員） 

2月 4日 飯田東ロータリークラブ「下伊那の地域紙幣」（シルクホテル） 伊坪 達郎（調査研究員） 

2月 13日 
東野公民館 若草の里東野講座 第 2回 

「戦時下の子どもたち―大久保・丸山国民学校の史料より―」（東野公民館） 
本島 和人（調査研究員） 

2月 13日 
橋北公民館連続講座 第 1回 

「飯田町の暮らし―銭湯・汚物処理―」（橋北公民館） 
伊坪 俊雄（近現代史ゼミ生） 

2月 17 日 豊丘史村学会総会講演「下伊那の蚕糸業と農村生活」（豊丘村福祉センター） 田中 雅孝（調査研究員） 

2月 19日 
伊那谷の自然と文化 学びあい講座 

「高遠に異常事態！？そのとき飯田藩は？」（上郷公民館） 
千葉 拓真（研究員） 

3月 6 日 
橋北公民館連続講座 第 2回 

「商都・飯田町の遊芸―史料・聞き取りから見る社会生活―」（橋北公民館） 
齊藤 俊江（客員研究員） 

3月 15 日 鼎歴史を学ぶ会学習会「伊那電開通と鼎村」（鼎公民館） 本島 和人（調査研究員） 

3月 18日 三穂公民館高齢者学級「近代の農業の歴史と農村暮らし」（三穂公民館） 安岡 健一（研究員） 

3月 19日 飯田市職員研修会「今さら聞けない飯田線の話」（飯田市役所） 本島 和人（調査研究員） 

 

平成 26 年度 

4月 15 日 飯田女子短期大学講義「オーラルヒストリーとは何か」 （飯田女子短期大学） 安岡 健一（研究員） 

4月 27 日 
美術博物館特別陳列「飯田上飯田の文化財―丘の上の魅力再発見―」講演会 

「地引絵図からみる明治初めの上飯田」（美術博物館） 
伊坪 達郎（調査研究員） 

5月 24日 長野原歴史研究会総会「江戸時代の村定め」（長野原区民センター） 伊坪 達郎（調査研究員) 

5月 30日 上郷児童クラブ「昔の道具にさわってみよう」（上郷歴史民俗資料館） 伊坪 達郎（調査研究員) 

6月 8日 豊丘史学会「農業移民として「満洲へ」」（豊丘村交流学習センターゆめあるて） 齊藤 俊江（客員研究員） 

6月 25 日 赤門スクール「幕末情勢の変化と村々の負担」（飯田合同庁舎） 伊坪 達郎（調査研究員) 

8月 2・3日 美博まつり「建物の模型を作ろう」（美術博物館） 樋口 貴彦（研究員） 

8月 3日 
下伊那社会科教育研究会夏季研修会 

「飯田下伊那と満蒙開拓」（満蒙開拓平和記念館・旭ヶ丘中学校） 
本島 和人（調査研究員） 

9月 16 日 
上郷小学校 5 年 4 組総合的な学習の時間フィールドワーク 

（上郷地区別府・南条・飯沼） 
伊坪 達郎（調査研究員) 

9月 20日 鼎歴史を学ぶ会学習会「幕末情勢の変化と村々の負担」（鼎公民館） 伊坪 達郎（調査研究員） 

10月 18日 阿智村中関 第１回区有文書見学会（阿智村中関高齢者生きがいセンター） 伊坪 達郎（調査研究員） 

10月 18日 満州移民を考える会報告「下伊那郡町村長会の満州視察」（座光寺公民館） 本島 和人（調査研究員） 

10月 21日 区所有古文書の解説・保存方法の指導（長野原区民センター） 伊坪 達郎（調査研究員） 

10月 26 日 
佐久穂町公民館主催「歴史と民俗に親しむ講座」 

「満州移民―川路分村と海瀬村」（佐久穂町生涯学習館(茂来館)） 
本島 和人（調査研究員） 

11月 5 日 
緑ヶ丘中学校 1年生総合的な学習授業 

「地域を走る飯田線の歴史について学ぼう」（緑ヶ丘中学校） 
伊坪 達郎（調査研究員） 

11月 21日 川路まちづくり委員会「辻家古文書」（川路公民館） 安岡 健一（研究員） 

11月 29日 
満州移民を考える会 

「軍事郵便から見る戦地と「銃後」の結びつき」（松尾公民館） 
本島 和人（調査研究員） 



11月 30日 
「伊那谷の自然と文化」学びあい講座 

「橋北まるごと博物館めぐり」（旧飯田測候所） 
樋口 貴彦（研究員） 

12月 18日 山本小学校 6 年生総合的な学習の時間「江戸時代の村」（山本小学校） 伊坪 達郎（調査研究員） 

１月 10日 
信州地域史料アーカイブ事業 学校の先生、博物館、図書館職員及び市民のた

めの地域連携講座「『拾八町家並帳』から読み解く飯田町の姿」（中央図書館） 
伊坪 達郎（調査研究員） 

1月 23日 豊丘中学校 1年生総合的な学習の時間「知久氏の歴史」（豊丘中学校） 伊坪 達郎（調査研究員） 

1月 24日 鼎歴史を学ぶ会学習会「下伊那郡町村長会の満洲視察と鼎」（鼎公民館） 本島 和人（調査研究員） 

1月 25 日 
橋北・橋南・東野合同文化講演会「飯田市における歴史公文書の保存・利用と

飯田のあゆみ―市民と共に作り上げ・受け継いでゆく歴史」(東野公民館) 
安岡 健一（研究員） 

1月 30日 追手町小学校四年生「飯田大火について」(追手町小学校) 本島 和人（調査研究員） 

2月 8日 
戦争遺品展 飯田市教育委員会・平和資料収集委員会主催「戦時中の様子を後

世へ残す―座光寺地域の取り組み紹介を中心に」(市平和記念館資料室) 
安岡 健一（研究員） 

2月 16 日 「ふれあい体験講座」学習発表会(緑ヶ丘中学校) 伊坪 達郎（調査研究員） 

2月 19日 橋北公民館連続講座「欧州の山岳都市と飯田」(橋北公民館) 樋口 貴彦（研究員） 

2月 22 日 長野県建築士会飯伊支部「街並みハイク」（飯田市旧市街地） 樋口 貴彦（研究員） 

3月 5 日 橋北公民館連続講座「橋北の見方と歩き方」（橋北公民館） 樋口 貴彦（研究員） 

3月 5 日 
東野公民館連続講座「飯田藩と長久寺―藩主の菩提寺と藩の政治―」（東野公

民館） 
千葉 拓真（研究員） 

3月 10日 
東野公民館連続講座「江戸時代の軍事訓練―飯田藩による操練と近世後期の政

治情勢―」（東野公民館） 
千葉 拓真（研究員） 

 

平成 27 年度 

4月 18日 阿智村駒場区有文書の調査及び古文書現地学習会（駒場区事務所） 伊坪 達郎（調査研究員） 

4月 25 日 
川路地区戦没者・満洲開拓団慰霊祭 

「軍事郵便に記された出征兵士の思い」（川路公民館） 
安岡 健一（研究員） 

5月 10日 

 

下條史学会総会記念講演会 

「満州移民の歴史―下條村を中心に」（下條村老人福祉センター） 
齊藤 俊江（調査研究員) 

6月 12 日 貞享義民記念館臨地講座「紙漉業の発展と紙問屋騒動」（上郷公民館） 伊坪 達郎（調査研究員) 

6月 24日 赤門スクール「天明 4年米無心騒動と女性」（飯田合同庁舎） 伊坪 達郎（調査研究員） 

7月 4日 
阿智村上中関区歴史講演会 

「村絵図から見る昔の上中関」（阿智村上中関自治会館） 
伊坪 達郎（調査研究員) 

7月 25 日 鼎歴史を学ぶ会「山村の貫割と村方騒動」（鼎公民館） 伊坪 達郎（調査研究員) 

７月 29日 「伊那谷の自然と文化」学びあい講座「遠山谷の多様性」（美術博物館） 樋口 貴彦（研究員） 

8月 1･2 日 美博まつり「建物の模型を作ろう」（美術博物館） 樋口 貴彦（研究員) 

8月 17 日 
平和のための信州・戦争展 

「歴史資料に見る飯田下伊那の戦争体験」（鼎文化センター） 
安岡 健一（研究員） 

9月 1日 飯田市民講座「戦後 70年 平和への祈り」（飯田市公民館） 安岡 健一（研究員） 

9月 18日 鼎公民館役員研究集会「歴史資料にみる飯田下伊那の戦争体験」（鼎公民館） 安岡 健一（研究員） 

11月 29日 長野県建築士会飯伊支部「街並ハイク」（飯田市旧市街地） 樋口 貴彦（研究員） 

12月 16 日 上久堅を学ぶ会学習会「明治２年二分金騒動と柏原村」（上久堅公民館） 伊坪 達郎（調査研究員） 

3月 19日 鼎歴史を学ぶ会学習会「60年前の航空写真にみえる鼎」（鼎公民館） 本島 和人（調査研究員） 

 

平成 28年度 

6月 13日 
長野県砂防ボランティア協会南信支部講演「古文書から読みとく江戸時代の

災害―信濃国、特に南信地域を中心に―」（中部地域づくり協会長野支所） 
千葉 拓真（研究員） 

9月 9日 ㈲協和電設安全大会講演「飯田藩の歴史」（伊賀良公民館） 千葉 拓真（研究員） 

9月 14日 
「慰安婦」問題とジェンダー平等ゼミナール「平岡ダム建設における外国人

強制労働について」（天龍村平岡ダム周辺） 
原 英章（調査研究員） 

9月 30日 飯田ユネスコ協会地区文化財見学会（小笠原資料館他） 樋口 貴彦 (研究員) 

 

 

２）職場体験学習２）職場体験学習２）職場体験学習２）職場体験学習    

〔平成 25 年度〕 

竜東中学校    （職場体験学習 ３日：6/25～27） 

緑ヶ丘中学校   （職場体験学習 ３日：7/2～4） 

高陵中学校    （職場体験学習 ３日：7/10～12） 

竜東中学校    （職場体験学習 ２日：8/1・2） 

飯田東中学校   （職場体験学習 ２日：8/29・30） 

旭ヶ丘中学校   （職場体験学習 ３日：9/3～5） 



竜峡中学校    （職場体験学習 ３日：10/22～24） 

飯田 OIDE長姫高校（職場体験学習 ２日：7/23・24） 

松川高等学校   （職場体験学習 １日：10/29） 
 

〔平成 26 年度〕 

高陵中学校    （職場体験学習 ３日：7/9～11） 

旭ヶ丘中学校   （職場体験学習 ３日：10/15～17） 

竜峡中学校    （職場体験学習 ３日：10/21～23） 

松川高等学校   （職場体験学習 １日：11/13） 
 

〔平成 27 年度〕 

阿智中学校     （職場体験学習 ２人 ２日：6/2～3） 

竜東中学校      （職場体験学習 １人 ３日：7/29～31） 

飯田東中学校   （職場体験学習 １人 ３日：7/29～31） 

竜峡中学校     （職場体験学習 ２人 ３日：10/27～29） 
 

〔平成 28年度〕 

緑ヶ丘中学校    （職場体験学習 ３人 ３日：6/28～30） 

飯田東中学校   （職場体験学習 ２人 ３日：7/12～14） 

 

３）３）３）３）ゼミナールとワークショップゼミナールとワークショップゼミナールとワークショップゼミナールとワークショップ    

平成 25 年度 

科 目 内  容 開催日 担 当 

近世史ゼミ 耳目抄をよむ 隔週火曜日 千葉 拓真（研究員） 

近現代史ゼミ 
『聞き書き・飯田町の暮らし』編集・

刊行、『胡桃澤盛日記』講読・刊行 
隔週土曜日 田中 雅孝（調査研究員） 

思想史ワークショップ 思想史から戦後を読み解く 隔週水曜日 市民の皆さんが自主的に学びあう場 

満洲移民研究ゼミ 宮下功『満洲紀行』を読む 第1土曜日 本島 和人（調査研究員）  

古代史ゼミ 史料で読み解く古代史 隔週木曜日 北村 安裕（研究員） 

地域研究ワークショップ 南信地方の地域史 隔週水曜日 市民の皆さんが自主的に学びあう場 

古文書入門講座 初心者を対象とした古文書講座 隔週土曜日 伊坪 達郎（調査研究員） 
 

 

平成 26 年度 

科 目 内  容 開催日 担 当 

近世史ゼミ 小笠原家文書をよむ 隔週火曜日 千葉 拓真（研究員） 

近現代史ゼミ 
『聞き書き・飯田町の暮らし』編集・刊

行、『胡桃澤盛日記』講読・刊行 
隔週土曜日 田中 雅孝（調査研究員） 

満州移民研究ゼミ 宮下功『満洲紀行』を読む 第1土曜日 本島 和人（調査研究員）  

自分史ゼミ 自分の歴史を自分で書く 隔週土曜日 安岡 健一（研究員） 

古文書入門講座 初心者を対象とした古文書講座 隔週土曜日 伊坪 達郎（調査研究員） 

思想史ワークショップ 思想史から戦後を読み解く 隔週水曜日 市民の皆さんが自主的に学びあう場 

わが町の建築史ゼミ 
地域を記録する 景観・住環境・建築文化

を顧みる 
隔週木曜日 樋口 貴彦（研究員） 

 

平成 27 年度 

科 目 内  容 開催日 担 当 

近世史ゼミ 「郡方覚書」をよむ 隔週火曜日 千葉 拓真（研究員） 

近現代史ゼミ 
『聞き書き・飯田町の暮らし』編集・刊

行、『胡桃澤盛日記』研究    
第2・4土曜日 田中 雅孝（調査研究員） 

満州移民研究ゼミ 宮下功『満洲紀行』を読む 第1土曜日 本島 和人（調査研究員）  

自分史ゼミ 自分の歴史を自分で書く 第4土曜日 安岡 健一（研究員） 

わが町の建築史ゼミ 
空き家を通して地域を記録する  

わが町の歴史と未来を顧みる 
第2木曜日 樋口 貴彦（研究員） 

古文書入門講座 初心者を対象とした古文書講座 隔週土曜日 伊坪 達郎（調査研究員） 

思想史ワークショップ 思想史から戦後を読み解く 隔週水曜日 市民の皆さんが自主的に学びあう場 

 
 

平成 28年度 

科 目 内  容 開催日 担 当 

近世史ゼミ 藩政文書をよむ 隔週火曜日 千葉 拓真 (研究員) 

近現代史ゼミ 『聞き書き・飯田町の暮らし』編集、『胡 隔週土曜日 田中 雅孝 (調査研究員) 



桃澤盛日記』研究 

満州移民研究ゼミ 宮下功『満洲紀行』を読む 第1土曜日 本島 和人 (調査研究員)  

わが町の建築史ゼミ 
身近な景観をめぐる 小さな旅のしおり

づくり 
第3木曜日 樋口 貴彦 (研究員) 

思想史ワークショップ 思想史から戦後を読み解く 隔週水曜日 市民の皆さんが自主的に学びあう場 

 

４）４）４）４）    飯田アカデミア飯田アカデミア飯田アカデミア飯田アカデミア    
平成 25 年度 

6月 22 日 

23日 

空間・社会と災害の近代史 

その 1～東京・広島・長崎  

その 2～明治・昭和・平成の三陸津波 

青井 哲人 

（明治大学理工学部建築学科准教授） 

10月 19日 

    20日 

古代シナノの原像をさぐる 

―古典学の再生と地域史の方法を求めて― 

①シナノの原像と日本古代国家の形成―信濃国はいつ成立し

たか― 

②信濃の内陸河川水運と科野国造多氏―中南信の安曇野氏と

猪名部および国造多氏― 

原 秀三郎 

（静岡大学名誉教授） 

12月 7 日 

8日 

災害と歴史学 

①長野栄村での被害地活動の経験から 

②何のための文化財保全か 

山村を見直す―地域史料調査の中から 

①山村の力を再認識する 

②フィールドに出る歴史学 

白水 智 

（中央学院大学法学部法学科准教授） 

 

平成 26 年度 

5月 17 日 

18日 

戦国時代とは何だったのか？ 

①地域社会の変化と「公儀権力」の成立 

②東アジアの変動と統一政権 

池 享 

（一橋大学名誉教授） 

10月 4日 

   5 日 

連合国軍（米軍）の日本占領 

―地方軍政部隊と長野県を中心として― 

①長野県政部隊の活動と南信地域  

②長野師範学校(男子部)とケリー施風 

③長野空襲と日本の敗戦      

④連合国軍の日本占領と地域史研究 

荒 敬 

（長野県短期大学名誉教授） 

12月 6 日 

 

①近世フランスと日本の職業団体 

②悪銀と偽銀の江戸時代 

ギョーム・カレ（パリ社会科学高等研究院

日本学研究所長） 

 

平成 27 年度 

6月 6 日 

魅力ある風景を未来へ―文化的景観の見方、守り方、使い方― 

①文化的景観って、なに？  

②文化的景観を活かしたまちづくり 

鈴木 地平 

（文化庁記念物課世界文化遺産室付技官） 

8月 29日 

 30日 

地域のなかの「戦争責任」問題 

①教科書問題と地域社会史 

②教育のなかの満蒙開拓青少年義勇軍―戦後史の前提―  

③地域における「戦争責任」問題  

④青年団運動の思想 

大串 潤児 

（信州大学人文学部准教授） 

3月 12 日 

近世の富士信仰と女性 

①富士信仰の発展―富士講と不二道― 

②不二道における女性の活躍―飯田の松下千代を中心に― 

梅澤(宮崎) ふみ子 

（恵泉女学園大学名誉教授） 

 

平成 28年度 

6月 25 日 

26 日 

堀親寚・後藤三右衛門と天保期の幕政 

①大御所時代の政治     

②アヘン戦争の衝撃 

③対外的危機と天保の改革  

④天保の改革の失敗 

藤田 覚 

（東京大学名誉教授） 

 

５） 地域史講座 

平成 25 年度 

7月 6 日 江戸時代後期における飯田町の商業 竹ノ内 雅人（調査研究員） 

3月 15 日 古代の社会と郡司 北村 安裕（研究員） 

 

 

 

 



平成 26 年度 

6月 21日 ガラス乾板写真から見える昭和の松尾 本島 和人（調査研究員） 

11月 8日 史料からよみとく江戸時代の長久寺―飯田藩との関係をさぐる― 千葉 拓真（研究員） 

平成 27 年度 

6月 20日 元結をめぐる争論と社会 吉田 伸之（研究所所長） 

9月 12 日 川路村と戦争の時代 安岡 健一（研究員） 

11月 28日 山村の集落と木材利用 樋口 貴彦（研究員） 

2月 20日 上飯田村羽場通の成り立ちと相互扶助―村金貸付から和合相続金へ― 伊坪 達郎（調査研究員） 

 

平成 28年度 

9月 17 日 飯田・上飯田の歴史シリーズ 1 近世の森本家と飯田城下町の商人 多和田 雅保(調査研究員) 

 

別表５別表５別表５別表５    出版事業出版事業出版事業出版事業        

１『飯田・下伊那史料叢書』１『飯田・下伊那史料叢書』１『飯田・下伊那史料叢書』１『飯田・下伊那史料叢書』    

史料叢書 近世史料編 2 勤向書上帳 27 年 A5 256ページ モノクロ 2,000円 

 

２地域史叙述２地域史叙述２地域史叙述２地域史叙述    

１）単位地域の全体史１）単位地域の全体史１）単位地域の全体史１）単位地域の全体史    

飯田・上飯田の歴史 下巻 25 年 B5 378ページ カラー 3,000円 

描かれた上飯田―明治初期の地引絵図をよむ― 26 年 B5 74ページ カラー 1,800円 

聞き書き飯田町の暮らし 5 25 年 B5 174ページ モノクロ ― 

聞き書き飯田町の暮らし 6 27 年 B5 149ページ モノクロ 500円 

 

２）２）２）２）    飯田市一帯の概説書飯田市一帯の概説書飯田市一帯の概説書飯田市一帯の概説書    

ジュニア・ライブラリ 3 飯田・下伊那の災害 28年 B5 48ページ カラー 1,500円 

オーラルヒストリー2 戦争と養蚕の時代をかたる 28年 B5 288ページ カラー／モノクロ 1,100円 

 

３）３）３）３）    刊行支援刊行支援刊行支援刊行支援    

胡桃澤盛日記 一～六 「胡桃澤盛日記」刊行会 平成 23～25 年 

『「胡桃澤盛日記の周辺』胡桃澤盛日記・別巻 「胡桃澤盛日記」刊行会 平成 27 年 

下伊那から満州を考える 1 満洲移民を考える会 平成 26 年 

下伊那から満州を考える 2 満洲移民を考える会 平成 27 年 

 

別表６別表６別表６別表６    研究活動助成事業研究活動助成事業研究活動助成事業研究活動助成事業    

平成 25 年度（申請件数 4 件、助成件数 3 件） 

助成区分 研究課題 研究者名 備 考 

団体研究 

飯田市長野原地区の歴史研究 百年前、

長野原の人々の暮らし 
長野原歴史研究会 代表者 小林 寿保 

消防組・軍事会の史料整理から見る座光

寺村の近代 

「歴史に学び地域をたずねる会」史料館

整理・管理部 
代表者 今村 作衛 

飯田市南信濃 飯島発電所とその隧道工

事についての調査研究―工事に関わった

労働者と地元の人たちの交流を含めて― 

飯田市南信濃 飯島発電所とその隧道工

事の歴史を残す会 
代表者 北澤 廣富 

 

平成 26 年度（申請件数 2件、助成件数 1 件） 

助成区分 研究課題 研究者名 備 考 

団体研究 
飯田市長野原地区の歴史研究 長野原

区所蔵の古文書の整理保存 
長野原歴史研究会 代表者 原田 忠治 

 

平成 27 年度（申請件数 2件、助成件数 2件） 

助成区分 研究課題 研究者名 備 考 

団体研究 
飯田市長野原地区の歴史研究 記録と

記憶・経験の継承 
長野原歴史研究会 代表者 原田 忠治 

団体研究 古代伊那郡の具体的な姿・風景 長野県考古学会 上･下伊那学会員有志 代表者 竹内 稔 

 


