
展示リスト

１，番組小学校の創設
資料名　（○は写真パネル，□はパネル） 年代 学校（学区） 同左(戦後) ※ 所蔵

絹布垂標「上京三拾壱番組」 明治2（1869）年頃 上京三十一番組 銅駝学区 銅駝史料館

「京都町組図略 小学校兼会所附」，石田治兵衛 明治2（1869）年 ― ― 銅駝史料館

○西谷良圃 ― ― ― ―

○槇村正直 （『京都小学五十年誌』より） ― ― ― ―

○菁々塾跡 ― ― ― ―

○明治５年の小学校 （『創立五十年記念　我校及学区』より） 明治5（1872）年6月 下京二十二区小学校 清水小学校 当館

小学校建営図面 明治元（1868）年12月 上京三十番組 春日学区 当館管理

乍恐奉願上口上書 明治2（1869）年2月 上京三十番組 春日学区 当館管理

任命状 下京九番組小学校句読師 平野屋直吉 明治2（1869）年9月 下京九番組小学校 成徳中学校 個人

小学課業表 明治4（1871）年8月 ― ― 当館

天満神・孔子神 （絵画／中島有章 作） ※8月8日（火）まで展示 明治10（1877）年頃 上京九区小学校 小川小学校 当館管理

大聖文宣王　天満大自在天神　（絵画／中島有章 作） ※8月10日
（木）から展示

明治8（1875）年 下京二区小学校 本能小学校 当館管理

精勤日証
明治4（1871）年8月
～明治5（1872）年6月

下京三十三番組小学校 弥栄中学校 個人

小検査証　句読諳誦 　第五等・第四等
　　　　　　　　習字　　　第五等・第四等
　　　　　　　　算術　　　第五等・第四等・第三等

明治4（1871）年 下京三十三番組小学校 弥栄中学校 個人

小学 第四等証 明治5（1872）年2月 下京三十三番組小学校 弥栄中学校 個人

□番組小学校時代のカリキュラム ― ― ― ―

小検査証　　句読　　第三等
　　　　　　　　諳誦　　第三等・第二等
　　　　　　　　習字　　第三等・第二等
　　　　　　 　洋算術　第五等
　　　　　　　　筆算　　第四等・第三等・第二等

明治5（1872）年
～明治6（1873）年

下京三十三番組小学校

下京十五区小学校
弥栄中学校 個人

小学 第三等証 明治6（1873）年12月 下京十五区小学校 弥栄中学校 個人

□番組小学校で学んだ人たち ― ― ― ―

２，番組小学校の移り変わり
資料名　（○は写真パネル，□はパネル） 年代 学校（学区） 同左(戦後 ※) 所蔵

□明治中期までの小学校制度 ― ― ― ―

内試証 下等八級・下等七級・下等六級・下等五級 明治7（1874）年2月 下京十五区小学校 弥栄中学校 個人

小検査証　下等八級　会話 習字 単語 算術 読本
　　　　　　　下等七級　会話 習字 単語 算術 読本
　　　　　　　下等六級　会話 習字 単語 算術 読本
　　　　　　　下等五級　会話 習字 単語 算術 読本
　　　　　　　下等四級　会話 習字 単語 算術 読本 予科
　　　　　　　下等三級　会話 習字 単語 算術 読本 予科
　　　　　　　下等二級　会話 習字 単語 算術 読本 予科
　　　　　　　下等一級　会話 習字 単語 算術 読本 予科

明治7（1874）年3月
～同年7月

下京十五区小学校 弥栄中学校 個人

小検査証　上等八級　書牘 習字 輪講 算術 読本 予科
　　　　　　　上等七級　書牘 習字 輪講 算術 読本 予科
　　　　　　　上等六級　書牘 習字 輪講 算術 読本 予科
　　　　　　　上等五級　書牘 習字 輪講 算術 読本 予科

明治7（1874）年11月
～明治8（1875）年3月

下京十五区小学校 弥栄中学校 個人

上京第十七区町々図面 明治9（1876）年8月 上京十七区小学校 小川小学校 当館

東方朔図 （絵画／横山清暉 作）　 ※8月8日（火）まで展示 江戸後期 上京八区小学校 桃薗小学校 当館管理

墨竹図　（絵画／天野方壺 作）　　※8月10日（木）から展示 明治13（1880）年 上京二十四区小学校 竹間小学校 当館管理

○全校生徒と校舎 明治11（1878）年 上京七区小学校 嘉楽中学校 当館

山階宮と閑院宮の臨校に際しての記録（巻子） 明治10（1877）年 下京十三区小学校 開智小学校 当館

○山階宮と閑院宮の臨校に際しての記録 明治10（1877）年 下京十三区小学校 開智小学校 当館

日記簿 明治15（1882）年7月 下京十三区小学校 開智小学校 当館

中試験簿 明治16（1883）年 下京十三区小学校 開智小学校 当館

小試験簿
明治17・18（1884・
1885）年

下京十三区小学校 開智小学校 当館

月末調査表 （明治14年-17年頃 月末調査表綴 より） 明治17（1884）年2月 下京十三区小学校 開智小学校 当館

初等第三級年末調査表 （年末調査表 より） 明治16（1883）年12月 下京十三区小学校 開智小学校 当館

中等第五級年末調査表 （年末調査表 より） 明治18（1885）年12月 下京十三区小学校 開智小学校 当館

授業料領収証 初等科五級 明治19（1886）年度 下京三十一区小学校 銅駝中学校 銅駝史料館

授業料領収根帳 銅駝校 明治19（1886）年度 下京三十一区小学校 銅駝中学校 銅駝史料館

□等級制と学年制 ― ― ― ―

□小学校を卒業した後は？ ― ― ― ―

　　　　　　　　　　　　　　　2017年7月1日（土）―9月25日（月）　京都市学校歴史博物館

京都番組小学校史入門　　――創設150周年へカウントダウン――
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○卒業写真 明治22（1889）年 上京十区尋常小学校 室町小学校 当館

○卒業写真 明治22（1889）年 下京二十四区尋常小学校 尚徳中学校 当館

旧小学生徒編入試験成績簿 明治20（1887）年7月 下京十三区尋常小学校 開智小学校 当館

本校一覧表 （諸表綴 より） 明治22（1889）年12月 下京十三区尋常小学校 開智小学校 当館

『心学絵入 道歌百首和解 全』，守本恵観編 明治19（1886）年刊行 ― ― 当館

寄付金の証書 明治21（1888）年 上京十七区尋常小学校 中立小学校 当館

□『心学絵入 道歌百首和解 全』より 明治19（1886）年刊行 ― ― 当館

〇卒業写真 明治28（1895）年3月 下京十三区尋常小学校 開智小学校 当館

宿直簿 明治20（1887）年9月 下京十三区尋常小学校 開智小学校 当館

宿直簿 明治23（1890）年4月 下京十三区尋常小学校 開智小学校 当館

寄附簿 明治27（1894）年1月以降 開智尋常小学校 開智小学校 当館

３，学区制度の時代
資料名　（○は写真パネル，□はパネル） 年代 学校（学区） 同左(戦後 ※) 所蔵

上十学区域略図（個人作） 明治33（1900）年頃 仁和尋常小学校 仁和小学校 当館

『京都小学三十年史』，京都市小学校創立三十年紀念会編 明治35（1902）年1月 ― ― 当館

『京都小学五十年誌』，京都市役所編 大正7（1918）年12月 ― ― 当館

□学区の誕生 ― ― ― ―

『京都 郷土誌 全』，京都市尋常高等小学校長会 明治35（1902）年7月 ― ― 当館

京都市下京第二十一学区地図 大正13（1924）年7月 六原学区 六原学区 当館

下十六組図（軸） 明治30年代 淳風学区 淳風学区 当館

『創立五十年記念 我校及学区』，安井尋常小学校編 大正7（1918）年10月 安井尋常小学校 清水小学校 当館

○学校と児童の様子① （『創立五十年記念　我校及学区』より） 大正7（1918）年10月 安井尋常小学校 清水小学校 当館

○学校と児童の様子② （『創立五十年記念　我校及学区』より） 大正7（1918）年10月 安井尋常小学校 清水小学校 当館

○学校と児童の様子③ （『創立五十年記念　我校及学区』より） 大正7（1918）年10月 安井尋常小学校 清水小学校 当館

○学校と児童の様子④ （『創立五十年記念　我校及学区』より） 大正7（1918）年10月 安井尋常小学校 清水小学校 当館

大型算盤 昭和初期（推定） 銅駝尋常小学校 銅駝中学校 銅駝史料館

４，学区制度の終わり
資料名　（○は写真パネル，□はパネル） 年代 学校（学区） 同左(戦後 ※) 所蔵

淳風校沿革略図（明治2年から大正期まで）　二百分の一 大正8（1919）年（推定） 淳風尋常小学校 淳風小学校 当館

○郷土学習のための京都市地図 （『吾等の郷土』より） 昭和7（1932）年5月 ― ― 当館

『吾等の郷土』，京都市小学校教員会研究部編 昭和7（1932）年5月 ― ― 当館

区会議員当選告知書 昭和8（1933）年12月 正親学区 正親学区 当館

『京都市学区大観』，京都市学区調査会編 昭和12（1937）年9月 ― ― 当館

○完成当時の校内プール 昭和2（1927）年12月 立誠尋常小学校 立誠小学校 当館

明倫警防団管区要図 昭和15（1940）年 明倫学区 明倫学区 当館

□学区制度の廃止 ― ― ― ―

淳風校地・校舎の図（大正期から昭和44年まで） 昭和44（1969）年 淳風小学校 淳風小学校 当館

〇区民運動会① 昭和30（1955）年頃 成徳学区 成徳学区 当館

〇区民運動会② 昭和30（1955）年頃 成徳学区 成徳学区 当館
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　⑥は当館公式ホームページ，または館内の資料閲覧スペースでご覧いただけます。
　⑧は当館カウンターで販売しています。
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