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（日本語訳）日本の４月は桜が咲い
たり、職場が変わったり、学校が始
まったりするなど、新しい始まりの
時期です。でも、アメリカなどの
欧米諸国の学校は９月から始まる
ということを知っていましたか？
　アメリカの小・中・高校は９月
上旬や８月下旬（地域によって異
なる）に始まり、１月下旬までは
秋学期と言われています。その中
で、12 月下旬から１月上旬の間
は約 2 週間の冬休みです。２月か
ら６月は春学期で、イースターに
合わせた７日～ 10 日間の春休み
が４月にあります。卒業する学生
は、他の生徒より３週間早く学校
を終えます。６月上旬に卒業式を
行い、６月から８月は夏休みで、
９月から新しい学年に入ります。

     In Japan, April is a season of 
new beginnings marked by cherry 
blossoms, changing of job positions, 
and the start of school. However, 
did you know that school starts in 
September in America and other 
western countries?
     In America, school starts with the 
fall semester at the beginning of 
September/end of August, and lasts 
until the end of January. There is a 
two-week winter break is at the end 
of December/beginning of January. 
Februar y to June is  the spring 
semester, and spring break is the 7-10 
days leading up to Easter. Graduating 
students finish school about 3 weeks 
early, and the graduation ceremony 
is in the beginning of June. June to 
August is summer break, and school 
starts again in September.

　斎藤篤信は、明治３年に米沢に
戻って米沢藩の教育に携わってい
ましたが、廃藩置県を経た明治６
年に再び明治政府の教部省に出仕
することになります。教部省では
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東北諸県の巡視などを務めました。
明治９年に教部省を依願退職する
と、初代山形県令三
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は旧
知であった篤信を米沢を統括する
第十大区区長に任命します。明治
12 年には山形師範学校（現山形大
学地域教育文化学部）初代校長に
任命され、明治 17 年まで務めま
した。学生の指導方針には「漢学」
を中心に位置づけ、自身は「修身」
の講義を受け持ち、教育者として
の自覚と道徳の大切さを説きまし
た。校長退職後は、文部省御用係
や学習院教授補を歴任しました。
　米沢では「とくしん先生」と愛
着をもって親しまれていたといい

ます。明治 24 年に 67 歳で亡く
なると、斎藤家の菩提寺である
城南の常安寺境内には門人たちに
よって篤信の頌
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が建立されま
した。また、「馬
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」の号を持つ名
筆家として知られ、松が岬公園の

「招魂碑」の文字の揮
き
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けています。
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を紹介します。

松が岬公園「招魂碑」

山形師範学校初代校長として近代山形の教育の
礎
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を築き、名
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としても知られる教育者
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