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はじめに
•⼈権教育（部落差別に関した）の中では差別の不当さを強調す
るあまり、悲惨な事例を取り上げることが多く、厳しい差別を
受ける中での部落内での⽣活（⽂化・教育・⽣業）の視点、中
でも学び（教育）関する⾔及したものは少なかった

・本報告は⼤都市の被差別部落ではなく、⼩さな農村部の被差別
部落にも学びの場があり、⽣活に必要な⽂字を学習していたこと
を紹介するものである。



寺⼦屋（⼿習い塾）に関する先⾏研究
・「男女を問わず北庄村のほとんどの住民が時習齋塾に入門し
た」 八鍬友広：近江国神埼郡北庄を例

・「手習い塾の入門は貧農層の子弟が過半数を占める」
高橋敏：駿河国駿東郡の吉久村の例

「近世後期から初学の読み書きは「かな」「文章」「人名」
「村名」「国名」等の基本的な知識をまず単語や短文で学び」

梅村佳代「近世後期、子どもの読み書き稽古と往来物」
『書物・出版と社会変容』



⽪多村の学び（教育）は

・この村に「寺子屋」はないが、①村外の人が入って教える
②浄瑠璃から学ぶ③若中という若者集団で学ぶ、
の三点で「学び」があった。

樫葉佑佳子：皮多村である和泉国泉郡南王子村の例

・備前国邑久郡福里村の弥市などは渋染一揆で捉えられた獄
中で『唐詩選』の講釈をしている。

柴田一『渋染一揆論』

・漢学者中尾靖軒（1836～1915）は森田節齊に学び、後に奚
疑塾（けいぎじゅく）を開いて被差別部落の門弟を含む多
くの青年を育成
奥本武裕 奈良県同和問題関係資料センター、研究紀要二十号



近世但⾺国出⽯郡の教育
名"称 "学"科 "所在地 開"業 廃"業 男女"生徒 身分 習字師氏名

読書 相田村 文化六年 明治六年 男ABC女D 僧 真田"大梁

読書I算術 中山村 文政二年 明治元年 男QDC女D 士 渋谷又右衛門

読書 伊豆村 天保元年 明治七年 男BDC女A^ 医 上野"玄嶺

読書I諸礼 谷山町 天保十年 明治四年 男iBC女iQ 士 井上長兵衛

読書I算術 大河内村 弘化元年 明治三年 男QiC女i 農 桑垣長右衛門

読書I裁縫I諸礼 岩鼻村 嘉永三年 明治三年 女iz 士 鳥居音江女

出石町 嘉永三年 安政六年 男i^ 士 内藤金太夫

読書 松�枝町 安政二年 明治三年 男B^C女� 士 中澤東九郎

読書 平田村 安政二年 明治三年 男Q�C六女i 僧 姑射"得名

読書I算術 宵田町 安政五年 明治四年 男QQC女A� 平民 池田"丹治

読書 小阪村 文久三年 明治三年 男QiC女i 医 柴田"恕平

読書I算術I諸礼 柳村 慶応二年 明治五年 男DBC女iQ 士 臼田蒼生比古

読書I算術 東條村 明治二年 明治四年 男QAC女A¤ 士 中村"重首

読書 中山村 明治二年 明治五年 男Q�C女� 医 中野""弘

厚親堂 東條町 男A^^C女D^ 修験 林""獣然

川原町 男�zC女i¤ 平民 寺島"寿心

読 中山村 明治三十年 Ai 僧 藤村"義周

·兵庫県教育史½"¾Az¿A^¿BD"財団法人"兵庫県教育会表ÆÇ筆者年代別変更

出石郡寺子屋"

藩校：弘道館安永四年（1775）

郷学：城下に２校 ⾜軽以下

寺⼦屋（⼿習い塾）

師匠は 武士、または武士の子弟
が七、 僧が四、 医者が三、
平民二、農一、修験者一

私塾： ⻘渓書院
池⽥草庵 漢学塾

郷校：郡部に２校 ⾜軽以下



但⾺国畑⼭村⽪多について

• 「但⾺国豊岡管下寺籍明細帳」 檀家九⼾
明治9年（１８７６）

「畑⼭村道場守 今⽥⼜四郎 印」 ⽑坊主（半僧半俗）

「御⼿本」 ：明治⼗四年⺒⼗⼆⽉四⽇書之、持主今⽥久造
「⼿本」 ：⽂政⼗⼀年（1828）⼦正⽉、藤吉
「往来⼀冊」：⽂政⼗⼀年⼦七⽉、藤吉
「⾢名⼿本」：⽂政⼗⼀年⼦極⽉、藤吉
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本
﹂
の
分
析

数詞、 「⼀、⼆、三、四、五〜億」
体積・重さ 「⽯、⽃、升、合、勺、才」 「貫⽬、分、厘、⽑」
⾦銭 「⾦、圓、拾壱円、弐拾五銭、天保拾枚、銭四貫⽂、⾦壱両弐分⼀
朱」
作物の量 「⽶四俵、⻨三⽯、⽶七⽃五升、籾積六⽃四合、⼤⾖四⽃、⼤⾓五
合、」
その他 「外に酒、醤油、糀、油、蝋燭、紙、墨、筆、等」
領収書 「右之通り正受け取り 申上候 以上 ⽉⽇」
名前 「当村、名、新治郎、重三郎、⻑助、三右衛⾨、宇吉、清⼋、若連
中」
宗教と出⾦ 「⾨徒衆 御法礼 御志シ 御⾒料 御樽料 御税義 副⻑ 頼⺟⼦
請中 租

税、銀納 年号 ⽉⽇」「男⼥、栄介」
⼗⼆⽀ 「⼦・丑・寅・卯・⾠・⺒・午・未・申・⾣・戌・亥」
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⼈名「名頭 源平藤吉（ママ） 孫、彦、弥、新、惣、、蔵、市、治、権、勘、
甚、･･中略
殿、（崩し字で三パターン）、様（崩し字で三パターン）右衛⾨様、権治郎

様、」

物名 「⼤⾖四升、⼤⾓五合、粟六勺、外ニ酒、醤油、麹、油、蝋燭、紙、墨、
筆、等」

書式 「右の通り受納申候、粂⼋、般右衛⾨、庄七、吟四郎、栄助、⾠次郎、
瀬兵衛」

と続いている。
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往来⼿形 「往来⼿形之事」「⼀、此教億（ママ）と申禅⾨⽣国ハ何州何郡何村出⽣
ニ⽽」、まずは⽣まれが何国の何郡何村と書くようにしている。

次に、領主について「御地頭ハ何村何之守様御領分之代々浄⼟真宗ニ紛御座無
候、」と⾃国の領主の紹介と浄⼟真宗の⾨徒であることの記述。

さらに「奉加事を頼状今度何寺本堂修復ニ付、諸旦那被致勧進候、」寺の本堂の
修復の為の勧進が⽬的であること
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但⾺国の地名「豊岡、百合寺（百合地カ）、出⽯、養⽗、⼟⽥、⼀品、枚⽥、与
布⼟、

伊由、⼩坂、久畑、佐⽥、中⼭、畑⼭、正源寺」

丹後国の地名「虵ヶ⾕、⼩⽥、 新庄、福知⼭ ･･･中略･･･ 佐野、川上、橋詰、
藤ヶ森」

寺名 鴫内村正覚寺 多⾥村 明照寺 七⽇市村照蓮寺 私市村 安楽寺
猪崎村願照寺 産所村 ⼀念寺



おわりに
・基本的な「数詞」「単位」「⼈名」「地
名」「⼿形の書き⽅」などの⽣活に密着
した⽂字を学ぶ

・「読み本」もあったので、村の全員かは分からないが、基
礎的読み書きのできる⼈材は育っていた

・「学び」を⽀えていたのは、わずか六⼾の檀家しかない⼩さ
な村で、宗教の場である道場や、道場守であり、村のリー
ダーでもある⽑坊主であった。


