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病床で死の直前まで俳句や和歌を詠まれた正岡

子規の心境を知るために，『病牀六尺』1)を古本屋

で探しました（写真１）。子規が亡くなったのは明

治 35（1902）年 9 月１9 日，奇しくもこの古本を

手に入れたのは同月同日でした。子規忌，糸瓜忌，

獺祭忌などとして俳句の季語にもなっています 2)。 

 写真１． 

この本は，亡くなる年の 5 月 5 日から始まる闘

病記です。その最初の日には次のようなことが記

されています。『土佐の西の端に柏島といふ小さな

島があって二百戸の漁村に水産補習學校が一つあ

る。教室が十二坪，事務所とも校長の寢室とも兼

帯で三畳敷，實習所が五六坪，経費が四百二十圓，

備品費が二十二圓，消耗品費が十七圓，生徒が六

十五人，校長の月給が二十圓，しかも四年間昇給

なしの二十圓ぢゃさうな。其ほかには實習から得

る利益があって五銭の原料で二十銭の罐詰が出来

る。生徒が網を結ぶと八十銭位の賃銀を得る。其

等は皆郵便貯金にして置いて修學旅行でなけりゃ

引出せないといふ事である。此小規模の學校が其

道の人には此頃有名になったさうぢやが，世の中

の人は勿論知りはすまい。余は此話を聞いて涙が

出る程嬉しかった。我々に大きな國家の料理が出

来んとならば，此水産學校へ這入って松魚を切っ

たり，烏賊を乾したり網を結んだりして其様な校

長の下に教育せられたら樂しい事であらう。』 

この冒頭の一節を読み，重い病の床にありなが

ら，何故子規はこうした内容の文章を書いたのだ

ろうかと不思議に感じました。 

この疑問にまさに答えてくれる論文があります。

それは，その論文が発表される前年（平成 12（2000）

年）に開催された第 81 回二松學舍大学人文学会

大会での講演内容をまとめたもので，著者は当時

東京都昭島市立清泉中学校に勤務していた乙幡英

剛（現在は八王子市立城山中校長）です。子規に

この冒頭内容を書かせた理由として，乙幡 3)は『①

実業教育を含み学業制度を整備しようとする国の

政策②①の流れと平行し，学制改革を訴える新聞

「日本」の流れ③「四ツ目屋事件」とそれに関わ

る学界への警鐘④海南新聞「柏島水産補習学校を

観る」の記事，これらが，「何となく嬉しくて為に

病苦を忘るゝ様な事」として子規の中で結びつい

た結果であるとともに，病床にありながらも「日

本」の記者であろうとした子規なりの社会参加の

形態であったのである。』と述べています。 

子規は文学者であると同時に新聞「日本」の記

者でした。当時，教育界では中・高等教育や実業

教育の拡充期である一方で詰込主義的教育の生徒

の身体・精神への悪影響とそこから派生する大学

予備門の予備門化を問題としてとらえながら，改

革を実行に移さない文相への批判が中心的な新聞

記事でした。また，病牀六尺の 6 月 12 日に記載

がある四ツ目屋事件とは，女子用国語教科書に卑

猥な物を扱う店の名（四ツ目屋）が記されている

のにも関わらず，文部省が許可してしまったこと

に端を発する出来事であり，『子規は著者及び審議

官の国文学を重視して近世文学に対しては無学で

あるがために，安易に認可してしまった学業の初

歩的教材であるはずの教科書に依存する教育より

も具体的な労働を元とする実業学校の生き生きと

した教育の存在を読者に提示したかったものと思



われる』と乙幡 3)はさらに述べています。 

子規は病床にありながらも，病気のことを忘れ

させてくれる社会参加の一つの形に救いを求めて

病と闘っていたのだろうと想像します。 

正岡子規が自分の病を忘れさせるほど興味をい

だいた水産補習学校とは，どのような学校だった

の で し ょ う か 。 水 産 庁 の Ｈ Ｐ

（ https://www.jfa.maff.go.jp/j/kikaku/wpaper/h

30_h/trend/1/t1_2_1_1.html）に寄りますと，文

部省（現在の文部科学省）による明治 26（1893）

年の実業補習学校規程や明治 34（1901）年の水産

学校規程により，水産補習学校（明治 28（1895）

年以降）や水産学校が設立されたとあります。実

業補習学校というのは，第 2 次世界大戦以前にお

ける小学校卒業者で，勤労に従事する青少年を対

象に教育を行っていた学校のことで，同様の学校

として農業補習学校，商業補習学校，水産補習学

校などがあったようです。明治時代において，地

方水産業改良に必要な漁業・製造・養殖技術の習

得を目的とした水産教育が全国各地で展開され，

我が国における水産教育の礎が築かれ，そのよう

な時代背景の下，水産講習所は教員の供給機関と

し ての 役 割 を 果 たし て い た こ とは ， 楽 水 誌

NO.870 の『漁撈を学んだ一人として』の中でも

触れました。 

吉川正道 4)はこの実業補習学校設立経緯の発端

として，明治維新当時，戸数僅かに 55 戸に過ぎ

ない谷間の一村落に過ぎなかった駿河国庵原郡杉

山村(現静岡県)での次のような出来事を紹介して

います。 

『この村は毒荏樹の栽培，果実からの灯油生産，

山桐下駄の材料としての材木生産などに依存して

いましたが，明治初年に不作と中国産豆油に圧迫

されて，油の大暴落となり，村は悲境のどん底に

陥る有様となりました。そのとき，その土地の名

主であった片平信明は，青年を教育することが，

杉山村を更生させる最善の途であると考え，自宅

物置の二階を開放して青年を集め自ら讀み書きを

教える夜学会を開きました。明治 8 (1875) 年，

夜学校と改称し地元の小学校の先生を招いて教育

を依頼し，更に明治 11 (1878)年，これを杉山青

年報徳学社と改め，区内の尋常小学校を卒業した

すべての青少年を入学させたと伝えられています。

この出来事を明治 23 (1890)年，病を得て療養の

ため興津へ来た枢密院顧問官井上毅氏が知り，明

治 26(1893) 年，井上氏が文部大臣に就任した際

に，係官にこの杉山報徳学社の実態を調査させ，

これを基礎として，同年 11 月に実業補習学校規

程を制定したといわれています。すなわち，実業

補習学校の創設は，井上毅文相が，杉山報徳学社

をモデルとしたことに始まります。また，明治

18(1885)年ヨーロッパ特にドイツの実業教育を

視察して帰朝した，文部省専門学務局長浜尾新に

よる東京帝国大学での講演内容もその構想に影響

したようです。』 

そして，その講演は次のような内容であったと

言われています 5)。『ドイツにあっては，19 世紀

に産業革命への歩みを始めたのであるが，当時の

青少年教育の実態について，G. Kerschensteiner

博士は「小学教育は有効なる国民的訓育を与える

には未だ不完全である。小学児童の社会的経験は

余りに些少であり，精神的には余りに幼稚である

から，とても期待しただけの効果を挙げることは

出来ない。満 14 歳で小学校の課程を終り，社会

に出て衣食のために働く児童は，も早，正式教育

から全く泊縁される訳であるが，この時期は人生

の最も危険期で指導監督が薄らげば，それだけ品

性に悪影響を及ぼす時期である。依って国家は 14

歳から 18 歳までの青年の為に補習学校を設け，

これを義務教育としなければならない。(中略)知

識階級や有産階級者などの為には中等高等の学校

を設けて，十分な教育を施しながら，経済的にも

精神的にも恵まれない地位にある社会大多数の青

年男女を危険な社会の運命にさらして，放置する

ようなことは現代の奇現象である云々」と論じ，

や がて Munchen 市 の 教育 課 長 と なっ た G. 

Kerschensteiner 博士は実業補習教育制度を改正

して実業補習学校を開設した。ここでは 14 歳か

ら 18 歳までの青年は，昼間で毎週 7～10 時間，

各自の任意の日時に，各自の職業に適した学科を

義務的に学習できることになり，雇傭主または父

兄は生徒に対し学校に出席するための時間を与え

る義務があり，もしこれを怠る時には，罰金の制

裁が加えられることになっていた。』 



こうして誕生した実業補習学校，特に水産補習

学校は日本各地でどのように展開していったので

しょうか。 

学制が公布された明治 7(1874)年以降の学校種

類の変遷をまとめます。この時点では，高等小学

校，中学校，高等女学校などの中等教育に進学し

ない義務教育修了者に対して中等教育相当の職業

教育を行っていた学校としての実業学校の明確な

規定はまだありませんでした。しかし，明治

13(1880)年に改正教育令が公布されたときに，学

校種類として農学校・商業学校・職工学校などが

加わり，明治 16(1883)年）に農学校通則が公布さ

れ，中等教育機関としての実業学校が制度化され

ました。 

一方，実業補習学校は小学校令が改正された明

治 23(1890) 年 に 小学 校 の 一種 と なり ， 明治

26(1893)年に義務教育修了者のうち勤労に従事

する青少年を対象に実業教育を実施していた学校

として実業補習学校規程が公布されました。そし

て，実業学校令が公布された明治 32（1899）年に

実業補習学校は実業学校の一種とされました。 

その後，水産補習学校の生徒数は増加の一途を

辿り，地域により組合組織が設立した学校として，

あるいは村立や町立または県立学校として発展し，

現在の高等水産学校の母体となっていった学校も

あります。 

 小学校，実業学校そして実業補習学校数の推移，

およびその生徒数の推移を文部科学省の HP にあ

る 学 制 百 年 史 資 料 編

（ https://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/htm

l/others/detail/1317930.htm）を参考に図示しま

す（図１，２）。 

 

 

 

図１．小学校，実業学校，実業補習学校数の推移 

ただし，実業学校の内，中学校と同等の学校を甲，

同等以下の学校を乙としている 

 

 

図２．実業学校および実業補習学校の生徒数の推

移 

 

さらに，先の吉川の論文から明治 32(1899)年か

ら明治 38(1905)年の間の実業学校と実業補習学

校の校種別校数および生徒数をまとめた表を転載

します（表１，２）。 

 

 

表１．実業学校の学校数・生徒数の推移 

 

 

https://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/others/detail/1317930.htm
https://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/others/detail/1317930.htm


表２．実業補習学校の学校数・生徒数の推移 

 

 

これらの表から，吉川 4)は『実業補習学校は

明治 34(1901)年に 222 校設置されているが，当

時の小学校 2 万余に比し微々たるものである。

然し，明治 38(1905)年に徒弟学校をふくめ 272

校，39182 人だった実業学校の学校数・生徒数

に対して実業補習学校は 2746 校，121502 人と  

その数の多さは，まさに時代の要請に合致した

ものであったといえよう。尚，明治 35(1902)

年 4 月実業学校令の改定があり，第 3 条に「実

業補習学校ノ教科目ハ修身国語算術及実業ニ関

スル科目トス」等が定められたほか，明治

33(1900) 年には，文部省令を以て実業補習学

校教員養成に関する規定が定められ，実業科目

の教員養成の途を講ずるに至ったのである。』と

述べています。 

 正岡子規がその書に水産補習学校のことを記

した時代は，病床に伏せる生活を強いられた子

規にとって，尋常小学校を卒業して働きながら

学ぶ若者達の活気に溢れた姿に心躍らせるとと

もに，病気に立ち向かう勇気を与えてくれたも

のと想像します。そのような事は，同書の 6 月

18 日に記された『明治維新の改革を成就したも

のは二十歳前後の田舎の青年であって幕府の老

人でなかった。』という文章からも窺い知ること

が出来，未来を担う若者達に託す願いを感ずる

ことが出来ます。 

 

謝辞 

 

引用文献の著者として記載しました乙幡英剛氏

には、本稿を精読し間違い箇所のご指摘を頂き

ました。ここに記して謝意を表します。 

 

引用文献 

 

１）正岡子規；病牀六尺；岩波文庫；第 25 刷

発行 岩波書店 (1982)． 

２）合本 俳句歳時記 新版；十八版  角川書店  

(1983)． 

３）乙幡英剛；『病牀六尺』第一回の構造－その

成立に関する一考察－ 二松学舎大学人文論叢  

67,138-157 (2001)． 

４）吉川正道；勤労青少年の教育と福祉 : 実業

補習学校の伝統と役割 社會問題研究,  25(1・

2・3・4), p.319-332 (1975)． 

５）浜尾新；東京帝国大学最新実業補習教育要

義 11 頁 (1928)． 


