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〔よ じめ に

わが国の明治以降における農業の経済的変遷に

関する斎藤萬吉の実施した諸調査は,普 く知られ

且つその業績は大正期以来今日まで農業問題や日

本経済史の研究領域において幾多の人々によって

利用されてきた。戦後斎藤萬吉の業績はますます

脚光を浴び,彼の農業経済に関する諸論稿につい

て多かれ少なかれ関説したものは管見のかぎりで

も10指を超えるが,そのほとんどに正鵠を欠く理

解が認められる。いま一例を挙げれば,周知の農

家経済調査は,明治23年 ,32年,41年,44年,大正

元年に全国数十力村,百数十戸について,はぼ当

該年次にそれぞれ調査したものとされているが ,

実際に調査を開始したのは明治42年以降 の こ と

で,したがって42年以前の調査対象年次である明

治23年 ,32年,41年については,42年の遡及調査

によるものであった。斎藤の幾多の諸調査につい

ても,当該年次に調査したとする理解が一般的に

おこなわれているが,若干の例外を除いて多くは

明治30年代の後半に実施したものである。なおま

た斎藤萬吉は,生産費調査や農家経済調査の先駆

者として,その範囲内においてしば しば取り挙げ

られてきたが,彼の諸調査実施の意図は主観的に

も,ま た客観的にも農政的見地に立脚 した実態把

握にはかならなかった。けだし,実態把握を欠いた

農政的提言は空論に脱すること言を侯たない。

斎藤萬吉に関する研究は,過 ぐる第二次大戦中

にほとんど時を同じくして奥谷松治氏と故戸谷敏

之氏によって先駆的に進められていたが,不運に

も久しく返り見られなかった。奥谷氏の論稿は,

斎 藤 萬 吉 の 福 島 時 代

―
 「手稿」にちなんで

一

須 々 田  黎  吉

昭和19年に「斎藤

萬吉の農家経済調

査」として 2回に

わたって『 農業 と

経済①』に掲載さ

れたが,故戸谷氏

のそれは令弟戸谷

富之氏 (北海道大学

教授)が本誌掲載

の「 明治前期に於

ける農業経営学の

成立―故斎藤萬吉  斎藤高吉(明治17年・22歳 )

(立岩巌氏蔵)

技師の手稿一」の

前書きに述べている事情から刊行されずに今日に

至った。奥谷氏は斎藤萬吉の農商務省農事試験場=

技師時代 (明治32年から大正 3年まで),すなわち

明治後期以降を対象としているのに対 して,戸谷

氏は福島県在職時代の明治前期を対象としている

が,と もに斎藤萬吉の周知の業績に関しては,前
‐

述の戦後における困乱した理解に陥ち入ってはい

ない。なお戸谷氏は早くから斎藤萬吉に関心をい

だき,ま た影響をうけたであろうことは,同氏の

最初の著書において,斎藤萬吉の『農村の開発』

を引用し,「かかる西南日本と東北日本との対立

は更に遡って存在した。故斎藤萬吉氏の手に成る

明治後半期の調査を見ると……②」,と あることに

よっても推察するに難くない。

ちなみに,農林官僚として早くから農家経済調
‐
1

査に関係し,その推進的役割を演じた石 黒 忠篤:

(明治41年農商務省農務局に勤務)は ,斎藤萬吉の農:

家経済調査について次のごとく語っている。「農

―
●
Ｉ
一



家経済調査というのは明治三十年時代に於ては,

農事試験場の斎藤萬吉技師が草軽脚絆で各地方を

歩いて聴取調査をして来て,そ して丁度議会の始

まる前に毎年農商務省にやって来まして,その話

を聴いて,それを書取って,そ して現在の農家は

どんな状態で居るかと云うことに対する年々の事

情を明かにしたと云うのが,三十年から四十年の

初めに亘っての事柄であった。」(3)こ れは対 して,

昨年12月 に刊行された『農業技術研究所 八十 年

史』においてすら,斎藤萬吉の農家経済調査事業

は,「明治23年から大正 9年にわたり,全国41ヵ

村について実施された」(4)と のべられているほど

誤伝が踏襲されている。当のお膝元においてすら

かくのごとくである。

ところで,筆者は『農業経済累年統計』の資料

収集分科会の一員として,こ の仕事に関係してい

た際に斎藤萬吉の業績に多大の関心をそそられ ,

その所産として「斎藤萬吉の思想と学問の形成過

程一日本農政学樹立への途一」⑥(本年3月脱稿)を

執筆した。当初,筆者は斎藤萬吉の全生涯にわた

る業績を素描する予定であったが,その準備過程

において気がついたことは,彼が本格的な執筆を

開始するのは,東京帝国大学助教授から明治32年

農事試験場技師に転じて後ち数年を経過した明治

36年頃からであるが,彼の思想や学問はそれ以前

の明治30年頃には既にゆるぎないものとなり,同

時にまた駒場農学校卒業後,明治15年から同23年

までの福島県に在職した 8年間は,後年の彼を理

解する上において盤石の重みを有するということ

であった。このように考えて執筆を進めていた際

に,故戸谷敏之氏の『近世農業経営史論』の終章

たる第 9章に予定されていた「明治前期に於ける

農業経営学の成立―故斎藤萬吉技師の手稿一」が

製本の都合で割愛され,その後も発表されていな

いことを知った。戸谷氏は同書の結論で「手稿」

に関説してこうのべている。「最後に,学界未発

表の斎藤萬吉技師の手稿を紹介し,我 国農業経営

学成立の指標と看倣し,全 編 を結 ん だ ので あ

る。」(6)そ して更に,「我国農業経営学は野の聖人

斎藤萬吉技師が打ち樹てたといふことも忘れてな

39

らぬ。国を思ひ,誠意農民の為めに尽力した技師

の人格を欣慕する情切なるものがある。」(7)と のベ

て同書を結んでいる。

筆者は「故斎藤萬吉技師の手稿」が明治前期と

あることによって,福島時代のものである事を予

想し,八方手を尽して探索したが前記拙稿の執筆

には間に合わず,脱稿 4カ 月後の7月 に至って戸

谷氏の遺稿とともに「手稿」の筆写原稿が御遺族

によって保管されていることを知らされ,閲覧の

機会を与えられると同時に,本誌への掲載をお許

し頂いた。ここに紙上をかりて,戸谷家の皆さん

に心からお礼を申し上げる次第である。

戸谷氏によって昭和16年に発見された斎藤萬吉

の「手稿」は,おそらく福島時代の最後を飾るも

のであるばかりでなく,後年の彼の諸研究を理解

する上において多くの鍵を提供してくれるように

思われる。「手稿」は,明治23年 7月 1日 に始ま

り同11日 に終っているが,1斎藤は同年 7月 20日 独

逸学協会学校で ドイツ語とともに農業経済学を学

ぶために福島師範学校教諭を退職した。(3)手稿の

末尾に,「以上歳計表説明ハ近頃少々忙シク候間,

此レニテー段落。何レ其内二」とあり,説明が一

切省略されているが,それはこの退職と深いかか

わりがあるものと思われる。斎藤の手稿を受けと

った「一元大武」については断定はできないが,

駒場農学校以来の僚友牛村一氏の自称ではないか

と思われるふしがある。③

なお,前記『農業経済累年統計』において従来

の斎藤萬吉に関する理解が,加用信文,武田勉 ,

野村浩士の各氏によって大巾に補完修正されたこ

とを特記 しておく。

江

(1)『農業と経済』第11巻第2・ 3合併号,第 4号。

(2)戸谷敏之『徳川時代に於ける農業経営の諸類型

一日本肥料史の一前一』(昭和16年), 1頁。周知の

ように戸谷氏は『近世農業経営史論』及び前記の著

書において,徳川時代の我国の農業経済は東北日本

と西南日本において裁然と分れていたことを実証し

た。斎藤萬吉はこれを明治以降について実証した。

ちなみに戸谷氏は『近世農業経営史論』において,

斎藤萬吉の福島時代
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斎藤萬吉の『実地経済農業指針』と『 日本農業の経

済的変遷』を引いている。

(3)『簿記を語る座談会』(昭和11年),176頁 。

名)『農業技術研究所八十年史』(1974年),児玉賀

典稿,376頁。

(5)『農業経済累年統計』第 3巻 (1975年 9月 )所

収。

(0 戸谷敏之『近世農業経営史論』 (日 本評論社 ,

昭和24年刊),521頁。

'0 同上,522頁。

(8)福島県師範学校の記録によれば,斎藤萬吉の同

校在職期間は,明治19年 9月 から同23年 9月 までの

4年 1カ 月となっている。

(9)牛村一氏 (幼名太郎,石川県土族)は ,明治13

年 3月駒場農学校を第一期生として卒業した。斎藤

萬吉は第二期生で牛村の後輩に当り,二人は郡山農

業学校,開成山農学校 (明治17年改称,俗称福島農

学校)教師として19年 9月 廃校に至るまで同校に勤

務した。「手稿」の表紙裏に「辱知斎藤学友ヨリ約

諾ニヨリ郵送ス」とあり,ま た斎藤は「高知表 老

台殿」と宛てているから,当時高知県にいた修学時

代の先輩に送ったことが明らかである。駒場農学校

の入学者に一元大武という名前は見当らない。牛村

は明治23年 6月 ,高知県農商課への勤務をはじめと

し,商後26年 5月農商務省農事試験場宮城支場長に

任命されるまで同県に在職した。ちなみに,山崎延

吉は若き日の牛村について,「同氏が福島県の安積

開成山の農学校に斎藤萬吉氏と教鞭をとり,上佐の

農学校長や女学校長として所謂若い人に有勝な元気

を振はれた当時は,現代人の夢想だにも及ばぬ活劇

が演ぜられたことは,屡々後学の為めとて吾輩の聞

かせられた事で」あったとのべている。(「牛村一氏

氏を偲ぶ」『帝国農会報』大正10年 10月 )「大武」

は数々の武勇伝を有する当時の牛村の自称にふさわ

しいものがある。

「手稿」に至る途

前記の拙稿において筆者は,斎藤萬吉の幼年期

から東京帝国大学農科大学助教授時代までについ

て,農政学者として自己の思想と学問を着々と形

成して行った過程をのべた。ここでは「手稿」の

参考までに,それ以前に執筆された福島県在職時

代の論稿に重点をおいて,「手稿」に至る過程を

明らかにする。もちろん,「手稿」への継承関係

を明らかにするため,その前史を一瞥しておいた

が,詳細は前記の拙稿にゆずる。

(1)駒場農学校修学時代

斎藤萬吉は文久2(1862)年 ,奥州二本松藩士斎

藤直温 (2Ю 石)の長男に生れ,福島小学第一校の

課程を経て,同校仮講習所で英語,数学,漢学を

学んだ。明治 9年 6月 ,内務省勧農局新宿試験場

内に設置された農事修学場の予科生募集に応じて

此の試験に合格し,翌10年 1月上京して農事修学

場に入学 した。 同場は同年 10月 農学校と改称さ

れ,校舎を駒場野に移した。この年12月 ,予科生

に対して行われた選抜試験に合格し,官費生に編

入されて農学科に進学した。

明治政府は殖産興業政策の一環として,明治前

期に農業教育の最高学府として札幌農学校 (明治

9年開校)と 駒場農学校の2校を設立した。当時こ

の2校の入学試験に合格する学力を有するほどの

者は,他の何れの官立学校にも入学できたといわ

れるほど水準が高かった。

同校の修業年限は3カ 年であったが,教師の一

人カスタンスの帰国にとなもって,13年 6月 ,在

学満 2年 3カ 月で繰り上げ卒業した。同校の主要

学科目のほとんどは,二人の英人教師によって担

当された。すなわち,ジ ョン・ カスタンスは農学

(農学講義・農場及び農業実践講義・農業実習。農事日

記及び記簿法),エ ドワル ド・キンチは化学 (化学講

義。実験化学・分析術)を ,日 本人教師松原新之助,

安本徳寛は植物学を,練木喜三は動物学を,多賀

章人は数学・測量 。図学を担当した。主要な学科

目は農学で,それは作物と家畜を主とした近代的

な輪栽式農法を中心としていた。初期の駒場農学

校は,内地の開墾を推進するために創設された観

があった。化学教師のキンチは該博な学問を有し,

その講義は精密をきわめたものであった。当時の

同校の化学設備は東京帝国大学の前身 3学部 (医

学。理学。工学)よ りも整っていた。

同校第二期生の卒業試験は農学,化学,記簿法

の3科目について行なわれ,それぞれ 500点満点



で,斎藤の評点得数は農学 417点 ,化学 365.2点

記簿法 310.2点 ,平均 365.2点であった。22名 中

の14位にあた り甲等卒業生の卒業証書を授与され

た。斎藤は比較的弱齢であった。同級生には後ち

に農学博士になった横井時敬 (卒業成績順位首席),

酒勾常明 (2位),大塚由成 (6位),沢野淳 (8位 ),

恒藤規隆 (13位 ),三吉米熊(22位)等がいた。

化学教師キンチの発議によって,明治13年農芸

化学科が開設され,同年 9月 講義を開始 した。農

学科第二期生の過半は新設まもない農芸化学科に

進学 し,斎藤萬吉もその一人であったが,キ ンチ

の帰国にともなう事件に連座 してか,14年 4月 に

7名 の同級生と共に退学を命ぜ られた。表向きの

理由は「怠惰学業不進歩」とされているが,当時

斎藤萬吉は大いに研鑽を積んでいた。それは農芸

化学科の学生によって組織された研農会の機関誌

『研農会誌』第 1号 (明治14年 10月 )に ,大内健 ,

―井原百介,今井秀之助と調査委員となって共同執

筆:した「牛馬糞蒻之比較」を発表 し,ま た第 2号

(明治 15年 5月刊)に ,谷口謙之助と共同執筆 した

「米ノ肥料」を発表 していることに徴 しても明ら

かである。農芸化学科に進学 した学生達は,研究

科にでも入っているような気分で,単に講義を聴

くだけではつまらないから何かひとつやろうでは

ないかということで,あ らかじめ問題を決めて各

自が別々に秘密に文献を渉猟 し,競争的に調べた

:結果を 1カ 月に 2度研究会を開いて発表すること

になった。この成果を共同執筆 して刊行 したのが

前記の論稿である。ちなみに斎藤萬吉は,後ちに

肥料を農業技術と農家経済 との両面からしば しば

論 じているが,肥料に対する関心はこの当時すで

に胚胎 していた。それは「手稿」にも窺われる。

注 以上参考資料は,主 として安藤円秀『駒場農学

校等資料』,同『農学事始め』,『研農会誌』,『農学会

報』等に拠った。

(2)郡山。開成山農学校教師時代

明治14年 4月 ,駒場農学校農芸科学科を退学 し

た斎藤高吉は,その後ほぼ 1年間,職に就 くこと

ができなかった。当時明治政府の勧農政策は泰西

:謳歌の保護干渉主義から,老農の起用による在来

イF

農事の改良に一大転換を遂げていたため,駒場農

学校の卒業生は勧農当局に職を得るこ とが で き

ず,ほ とんど地方の試験場,農学校,師範学校 ,

中学校に職を求めざるを得なかった。明治13年ま

でに地方税をもって設立された農業教育機関は,

全国で僅か 5県を数えるにすぎず,明治13年 6月

に開校した郡山農業学校もその数少ないものの一

つであった。福島県郡山農業学校は,明治12年の

県議会において農業試験場費を全額削除して安積

郡郡山村に開設し,県開拓科長立岩一郎が初代校

長を兼任した。立岩は,わが国における最大の国

営事業として明治12年に着手された周知の安積疏

水事業の推進に最も熱心であった県大書記官中条

政恒の信任篤く,県安積開拓出張所に常駐してい

た。当時の安積原野は,本州の北海道と称されて

いたように狐狸の住む荒涼たるところであった。

かかる環境に開設された開校まもない郡山農業

学校に,明治13年 7月 駒場農学校の第一期生牛村

一氏が教授として赴任し,ま た同年 9月 田鎖光義

(明治10年前記農事修学場に牛村とともに入学したが中

途退学した)が助教授に任命された。 田鎖は 15年

2月 に退職したため,その後任として斎藤萬吉が

同年 3月 二等教諭として赴任した。斎藤の赴任す

る以前から同県庁上層部に疏水事業をめぐって暗

斗があり,県令山吉盛典の奸計によって中条大書

記官は疏水の完成 (明治15年10月 )を またず,14年

8月 大政官少書官に転職せじめられ,ま た立岩一

郎は内諭をうけて辞表を提出し,同年11月 県吏を

退職した。

かくして明治15年,郡山農業学校の職員の名称

が改正され,同年 3月 二等教諭牛村一氏が校長心

得を兼務 し,5月斎藤萬吉の採用に次いで, 8月

実地経験に富んだ同県勧業課雇の飯田定一を二等

助教論に任命し,学理と実際の充実をはかった。

爾後,同校の教育は牛村,斎藤,飯田の二人の協

力によって進められたが,農業経営の体験を有し

たのは飯田のみであったから斎藤は同校在職中の

みならず,その後も少なからず飯日から影響をう

けた。

飯田定一は弘化 2(1845)年 12月 18日 ,江戸大番

斎藤萬吉の福島時代
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町内藤伝次郎の長男として生れ,幕臣飯田佐助の

養嗣子となり,幕府の海軍所で砲術を学んだ。明

治元年彰義隊に加わ り,さ らに榎本武揚に従って

五陵郭の戦いに参加 した。その後,浜松県三方ケ

原において士族授産事業の開墾に従事 した。明治

11年 2月 ,駒場農学校に農夫として勤務 し,同 11

月二等農夫,翌12年 4月 一等農夫に昇格 した。さ

らに同年12月 より翌々14年まで農夫頭を勤めた。

その後明治14年 8月一家を挙げて福島県安積郡桑

野村に移住 し,開墾に従事 していたところ,15年 4

月福島県勧業課常雇に採用された。同県『学事年

報』に,「本邦農業 フ実習スル六年,泰西混同農事

ヲ実習スル三年,概ネソノ道二通ズ」とあるは,上

述の事情を語るものであろう。飯田は勤務のかた

わら,15年 11月 以来安積郡牛庭の開墾に従事 し

た。牛庭原は愛媛県士族の入植 した所で,こ こに

駒場農学校の農夫を勤めた田中利助 (天保10年生)

が入植 していたが,燐酸と石灰の欠乏から米の反

当収量が 1斗 5升位にすぎなかった当時,飯田は

明治19年田中と協力 して般津伝次平に依頼し,駒

場農学校から甘藷を取 り寄せて普及せしめ,入植

者を飢餓から救った。飯田がいかに農事の実際に

通 じていかたは,明治19年の卒業生から以下の謝

辞を贈られたことによっても明らかである。

鰊生等は山野に生長し,常に父兄に随う。鍬鑽を取

り,筋骨を徒労するのみ。未だ曽て農事方法を知ら

ず。先生は生等を率い,以って実習を授ける。開墾

播種の方より,農具,器械の用ゆる所以に到る。一

指々授せざるは無し。今日業を卒えるを得るは,一

切先生の賜なり。その恩は泰山の高き江海の深き大

なるを以って比ぶべし。柳か寸猪を呈し,以って其

の意を表するのみ。(原漢文)

斎藤の赴任した明治 15年度の 同校の教授要旨

は,「管内ノ子弟フシテ農学 フ研究シ,農事フ開

進セシムルフ以テ本旨 トス。然 シテ速成生徒ヲ陶

冶スルハロ今ノ急務ナンバ,専 ラ邦語フ以テ教授

シ,務 メテ実際適切ナル学科フ修習セシムルモノ

トス。」 と報 じられ, 生徒の学業は「進ムアリテ

退クナキ」状態で,着々と効を奏 して行った。

明治16年 4月 には,それまで郡山学校内にあっ

た農業学校を安積郡桑野村の開成舘に移 し,同校

の実習地を桑野村にあった県開拓課の植物試験地

と交換した。翌17年 6月 校名を開成山農学校と改

称 し,諸規則を改正して資格を第一種農学校とし

た。この改正には次ぎの事情があった。すなわち

明治16年 4月 ,文部省の農業教育に関する最初の

独立法令として農学校通則が公布され,以後地方

税による農学校はこれに準拠することになった。

第一種農学校は,主 として実業を授け,よ く農業|

を繰るものを養成し,その修業年限は 2カ年であ

った。これに対 して第二種農学校は,主 として学:

理と実業を併行して授け,よ く農業を処理する者―

を養成し,その修業年限は3カ 年であった。開成「

山農学校は第一種にも拘わらず修業年限を3カ年

としたが, しかしその本質は実際に重きをおいた

第一種農学校の性格を有した。

学科目とその配当年次 (カ ッコ内)は次のとおり

である。修身学(1,2,3年 ),算術・幾何 (1,2年)

物理 (1年 ),図画 (1年),化学 (1,2年 ),動植物

学 (1年 ),耕種 (1,2年),養畜 (2年),農業経済

学 (3年),農業簿記 (3年),実習(1,2,3年 )。 講:

義と実習の各学年における毎週配当時間数は,第
1年次の講義は前期16時間,後期21時間,実習は

前期10時間,後期10時間,第 2年次には講義16,

16,実習30,30,第 3年次には講義3,3,実習60ヽ

60で上級学年に進むにつれて実習時間が多く,3
年次においては専ら実習が組まれ,講義は農場の

暇なときに行なわれたに過ぎなかった。

明治17年 6月 改正の同校規則によれば,講義は

すべて口授により,な るべく実物について講明し

いたずらに生徒を空理に走らせぬように,も っば

ら着実を旨として行うことが規定されている。教:

師の学科目分担についてはなお明らかでないが,

次に農業経済と簿記に関する要旨を摘記 してお

く。

農業経済ハ農ノ厚生利用ヲ講明スルモ ノ ニシ

テ,之 ヲ授クルニハ実用フ主 トシ,理論二馳セ

ズ,且 ッー家ノ説ク所二偏椅セザランコトヲ要

ス 。

農業経済の教科用書として,明治14年から17年‐
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にかけて刊行された永田健助訳の『農工商経済論』 前記中条政恒を同県典事として起用し,開拓せし

(全 10巻,原著者はフランスのP.E.Levasser.1876年   めたところである。ちなみに同地を開成山と称し

パリ刊)を挙げている。              たのは,中条の座右銘「開物成務」に基づいてお

農業簿記ハ,農家日用ノ計算ヲ調理スルニ必要  り,ま た明治 9年に命名された桑野村は養蚕を盛

ナルモノニシテ,其之ヲ講究スルニハ単複簿記  んにするためここに多くの桑樹を栽培したことに

法フ授ケ,以テ其用二使スo          由来する。安積原野への士族の移住開拓は,安場

農業簿記については単式,複式の両簿記を挙げ  県令が明治 6年自ら二本松町に出向き,1日藩士に

ているが,教科用書については,何れも未定と記  安積移住を熱心に勧誘した結果,同年中に二本松

されている。                  の士族15戸が入植したのにはじまる。これら士族

斎藤萬吉もまた実習を重んじ,実践的に行動し  開拓の草分けの中には,斎藤家と同等の禄高のも

ていたことは次のごとく伝えられていることによ  のもいた。二本松士族は養蚕に生活の基礎を求め

っても明らかである。「福島県郡山農学校に在る  た。斎藤萬吉は上京する以前に安場の書生をして

や,草軽脚絆を穿ち,講堂に立っては農理の深遠  いたが,農学を志すに至ったのもかかる事情と無

なるを説き,農場にあっては実習の重んず可きを  縁ではなかったろうと思われる。二本松士族の移

示し,其生産物に対しては自ら市中に驚きて商的  住に引き続き明治11年以後,安積原野のほぼ全域

観念を鼓吹し,市人をして目を側たしめたり。」ま  にわたって愛媛,久留米,鳥取,高知,岡山,棚
た,夏季体暇中に県内の農事を巡回視察したが,  倉,米沢,会津の各士族が入植した。

風姿を顧みず必ず草軽脚絆の行脚姿で,夏は肌着   中条政恒の孫娘百合子 (後ち宮本)の処女作『貧

ひとつでそれが汗で濡れればこれを乾か して着  しき人々の群』(大正5年)の舞台となったK村は

た。また英座を着て夏の暑さをしのぎ,団扇をも  桑野村であるが,百合子は幼少期以来しばしばこ

って日除けとなした。かくのごとくで あ った か  の村で祖母と暮し,その見間に基づいて執筆 した

ら宿屋で断られたことも幾度びあったか知れなか  同書において,開拓当初から当時までの農民の生

った。斎藤萬吉の歿後 1年,開成山農学校の同窓  活を描いている。「明治初年,私共の祖父が自分の

生有志 15名によって,二本松町の長泉寺境 内に  半生を捧げて,開墾した此の新開地は,諸国から

「斎藤高吉先生の碑」が建てられた際に,同窓生  の移住民で一村を作られたのである。南の者も北

を代表して橋本周輔が除幕式の式文を朗読 した  の者も新しく開けた土地という名に誘惑されて,

が,その一節に,先生は「泰西農法の原理に基き  辛福を夢想しながら,故国を去って集 まって来

地方に適切なる教育の根元を定めんことを期し,  た。けれども,此処でも哀れな彼らは,思 う様な

孜々として休せず怠らず,其誠意九重に徹せるも  成功が出来ない許りか,前よりもひどい苦労をし

のか…先生の徳高く学博く之に接する恰も妓母の  なければならなくなっても,其の時はもう年も取

赤子に於けるが如く,左摯右提訓誠諄々,然して  り,他所に移る勇気も失せて仕方なし町の小作の

肺腑より出でて人を動かさざるはなし。如斯五年,  一生を終るのである。其故彼らは昔も今も相変ら

不幸にして校は廃止の厄に逢ひ先生亦去れり。」と  ず貧しいo」 ここには創作的作為は認められない。

述べられているが,斎藤萬吉の熱心な教育ぶりが   斎藤萬吉が郡山農業学校から開成山農学校に教

察せられる。                  師として在職していた時期の開拓地の移住農民の

開成山農学校のあった桑野村は,安積原野の中  生活は,総 じて極貧で町の高利貸しに収奪され,

で最も早く開拓された村である。ここは殖産興業  移住者の転入転出が激しく,農民の気風は荒みき

にきわめて熱心であった初代福島県令安場保和  っていた。明治14年 12月 から同18年の半ばにかけ

が,米沢藩士で北海道開拓の大志を抱き,幕末に  て強行された松方デフレは,移住農民の窮乏に一

しばしば同藩に意見を具申して容れられなかった  層拍車をかけた。当時斎藤がつぶさに実視したも
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のは,ま さに開拓地における移住農民の惨音の茅

屋であった。明治 6年郡山の富商25名 によって創

i設された開成社は,移住農民に資金を調達 したこ

とにより多分に美化されて述べ られているが,そ
の実体は高利貸 しであった。当時また斎藤の見聞

したものは,政争による良県吏の更迭であり,県

令三島通庸 (明治15年から17年)の苛飲を極めた悪

政であった。斎藤が郡山農業学校に赴 任 した と

き,初代校長立岩一郎の養嗣子震作は同校に在学

し,一郎もまた桑野村に在住 していた。(前記山吉

盛典の奸計を想起せよ。)ま た,三島県令による土木

工事費の形大な徴収と労役の賦課,そ してそれに

反対 した者約 700名 を捕えて投獄 した事件は県内

に普 く知 られていた。斎藤萬吉は後ちに,地方長

官の任命には慎重を期さねばならないこと,さ ら

にまた生き神様の出現を強調するが,その思想の
~萌

芽はこの時期に胚胎 したものと思われる。彼を

してたんに農業技術の改良にとどまらしめること

なく,次第に農業経営や農政問題に関心を抱かさ

じめたものは,前述の諸事情 と密接不可分離の関

連を有 していることは否定することができない。

なお筆者は,これまでの調査において斎藤高吉

が農学校教師時代に発表 した論稿のあることを知

らないが,当時の研鑽と問題意識は師範学校教師

時代に開花,結実 して行った。農学校 教 師 時 代

は,いわばそのための萌芽期であった。農学校教

師時代の直接的な資料としては,僅かに明治16年

に講義 した「栄養論之部植物学」 (立岩震作筆記,

立岩厳氏蔵)を発見したにとどまる。

注 以上の参考資料は主として下記に拠った。『福

島県史』,『郡山市史』,『福島県学事年報』,『文部省

年報』,『福島県勧業報告』,『安積開墾大観』 (松山

伝三郎),『肥料研究界』,『講農会会報』,『安積開拓

史』(高橋哲夫),立岩家,飯田家所蔵資料等。

(3)福島師範学校教師時代の論稿

開成山農学校の廃校後,明治19年 9月 斎藤萬吉

と飯田定―はともに福島県尋常師範学校教諭試補

に任命された。この年同校に文部省より農具,器

械等 460円分の寄贈があった。翌20年には同校に

農業科が設けられ,ま た信夫郡渡利村に 8,000坪

の畑を購入してこれを農業実習地とした。かくて

師範学校における農業教育が重視されるに至 り,

同時に県下29の小学校に農業科が設けられた。

斎藤萬吉は明治23年,依願退職するまでの約 4

年間を同校に勤務 し,英語,農学,農業実習等を

担当して熱心に農業教育に従事 した。この間20年

4月 に教諭に昇格し,次いで22年 4月 農事試験場

長を嘱託された。同校在職中に県下の農業調査を

行ったことは勿論,22年 7月 には,特用作物調査

のため九州,四国,茨城県等の農事視察を命ぜら

れた。

斎藤は同校においても前記農学校在職中と同様

に,ほ とんど粗服に脚袢,草軽ばきを常とし,ま

た早朝に起きて福島町内を車を曳いて 馬 糞 を 拾

い,下肥を集め,また疏菜類を市場に運んで販売

し敢えてはばかるところがなかった。その教授ぶ

りは常にひと抱えにもあまる原書をもって教室に

のぞみ,諄々として説き,豊かな学殖は生徒に感

銘を与えた。いたずらに教授法に拘泥 しなかった

ため,同僚のなかにはその乱暴ぶ りを笑い嫌 うも

のがあったが,次第に豊かな学殖と几庸ならぎる

人格に敬服するに至った。

同校在職中の斎藤の論稿は,管見のかぎり以下

の 7点にすぎないが,こ れ らによって明らかなこ

とは農業技術を農業経営 と農家経済との関連にお

いて教えた。すなわち,単に農事の改良に必要な

農業諸技術を教えることに安んぜず,農家の経済

を富ましめることに農業教育の目標をはっきりと

おいていた。農業技術の改善は,斎藤にとって農

家経済を富ましめる必要不可欠の前提条件にはか

ならなかった。そのために自ら県内の主要作物の

栽培技術と反当生産費および農家の歳計を調査 し

た。農家の経営経済問題に多大の関心を寄せ,こ

れを一層精細にすべ く決意 したことは,諸論稿の

行間に遺憾なくあらわれている。斎藤をしてかか

る問題に関心を抱かせ,駆 り立たしめた事情は ,

資本の原蓄過程が ドラスチックに強行されて行っ

た渦中に同県にあって,農家経済の疲 弊 を 直 視

し,農家経済を富ましめることの重要性を痛感じ

たからにはかならない。以下本稿の主題 との関連



において,論稿の発表順に従って叙上の過程を概

観する。

明治20年周知の明治三老農の一人林遠里が,福

島県の各地で米作改良法について講演した際に ,

同県勧業課は遠里の説が直ちに同県に適するかを

憂慮して,斎藤萬吉に意見を求め農家の参考に供

した。斎藤は得意の肥料学,土壌学の知識を駆使

して懇切に説明している(1)。 翌21年には,林遠里

の主唱する寒水浸と土囲法は無益有害であると一

蹴 した。斎藤のこの発言が,正鵠を得たものであ

ることは歴史的に既に実証されている。

明治20年 7月 ,斎藤は福島私立教育会の集会に

おいて「小学校農業科」(2)について講演 し, 実業

教育の効果を挙げるためには,数学がいかに重要

であるかを述べている。すなわち,農学内の科 目

を分科 して専修せ しめることなしには,実用に足

るだけの精密なことを知るごとはできない。活き

た教育法を行って,人を実着にするには何よりも

先ず第一に考える力を養成 しなければならない。

「考ヘルカヲ培養スルニハ数学デ無 ンバ成ラヌ。

故二数学ヲ以テ考ヘルカヲ養ヒ,傍ラ其考ヘルカ

フ実際二適用スル様二導 ビクガ必要デス。」農業を

狭 くかつ密に教えることにより,「数学 ヲ以テ考

ヘルカフ養ヒ,農業科フ以テ其カヲ実際二適用ス

ル基礎ガ出来,始 メテ実直ナ活湊ナ人が出来マシ

ョウ。」数学 と農業との関係を例えていうならば ,

数学は脳髄で,農業は手足のような もの だ と述

べ,次いで農業技術の改良に説きおよび,さ らに

説明はないが農家の経済の立て方をあげている。

斎藤はこの着想について,自 分も疑わしき箇所も

あり,ま た確かな人に聞いたこともないと述べて

いるが,同僚 として 5年間にわたって職をともに

した飯田定一に負 うところ少なからぬものがあっ

たと推察される。飯田は理数の才にたけ,数理的

に物を考える人であったことは後に述べるごとく

である。

斎藤萬吉のおそらく最初の著書と思われる『桑

樹栽培法』(3)に おいては, 総論ともいうべき部分

に引き続いて,土壌・桑樹増殖法・移植・桑園管

理法・病虫害について述べた後,飯田定一の調査
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にかかる,安積郡郡山村における上等桑園一反歩

の収入支出表を掲げて同書を終っている。総論に

おいて,欧米諸国に養蚕業の行われ な い の は ,

「労銀高クシテ,到底支那及我国ノ如キ労銀低廉:

ナル国 卜競争スベカラザル理財上の関係其主要ノ

源因タルハ疑フベカラザル事実ナリトス。」 養 蚕:

業は日本農業に最も適当の業であって,「本邦 ヨ

リ外国二輸出スル生糸ノ需要ハ輸出品ノ主位 ヲ占

メ,年々増加スル勢ヒニテ将来何程我国ニテ之 ヲ

産スルモ供給二剰余フ生ジ,価額ノ低落スル恐 レ

ナキハ商業家ノ定論ナリ」と述べている。斎藤は

後年 しば しばわが国の農業を国際的観点に立って

論 じているが,当時すでにかかる観点からわが国i

の農業を考察 していた。同書には,斎藤が開成山

農学校において桑の挿木試験を行ったこと,分株 .

について述べた個所で飯田の説につ い て ふ れ ,

「老農飯田氏ノ説二枝条 フ曲グルニハ大二巧拙ア

ルモノニシテ,未熟練者ハ枝 ヲ折ルコト甚ダシ。

又午前ハ午後二比スレバ折 レ易キフ以テ,午後ニ

三百本曲ゲ得ベクハ午前ニハ百本フ曲ゲ得ル割合
‐

ナリト云ヘ リ」とのべている。なおまた同書に飯i

田の調査 した収支表 (支出項目に労賃,肥料代,地

税,地方税及び村費諸掛り,桑樹償却費,農具損料,雑 :

費,金利を計上)を掲げている所以は,斎 藤 は い

かに飯田の調査から刺戟を受け,また啓発された

かを窺 うことができる。これ らによっても飯田が
'

いかに細心の人で数理的に物を考える人であるか

を知るに足ろう。

福島県は当時群馬県とならんで,わが国におけ
‐

る養蚕の二大先進地で,いわゆる奥州流の技術の

発祥地であった。ちなみに,福島県から刊行され

た『東北蚕業雑誌』第12号 (明治21年10月 )に ,斎

藤萬吉が同誌に「卓説の寄稿を承諾し」, 寄稿の

あり次第掲載することを予告 しているが,こ の雑

誌の所蔵所を知ることができなかった。 (御教示を

賜われば華いである。)

明治21年の春,斎藤萬吉が師範学校を卒業する

学生に対 して行った講演(4)の 冒頭で,国際的見地 i

から国富の増進を計ることの重要なる所 以 を 述 :

べ,それには国民に蓄財の観念を喚起すべきこと

斎藤萬吉の福島時代
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の必要を説いている。「外国 卜同等ノ交際ヲ結ビ
,

永ク独立国ノ実フ保ツニハ,夫 レ夫レノ備ナカル

ベラズ。此備ヲ整フルニハ資本ナカルベカラズ。

資本フ造 り出スニハ,商工農ノ三業ヲ増進スルノ

外他二道ナシ。三業ヲ増進シ,一国富財フ増スニ

ハ,其国フ組成スル国民ノ愛国ノ忠情フ保有シツ

ツ,蓄財ノ念ヲ厚クシ,各 自其業務フ勤勉スルニ在

リトス。」次いでわが国における一般の習慣は,封

建の遺風により蓄財の念慮きわめて薄きことにふ

れ,蓄財の美風を誘起することの必要性を教育と

の関連において述べている。そしてさらに,小学校

における農業教育の内容にふれ,農事改良に説き

および,その前年に単に指摘するにとどまった農

家の暮らし方の教授法を具体的に展開している。

すなわちこれには近隣の一農家に例をとり,所有

:地 のうち水田何反歩,畑何反歩,山林何反歩で,

これを経営するためには費用いくら,地租,地方

1)t町村費及び諸掛りはいくら,収穫高はどれほど

で,差 し引きいくらの損得を生じ,どのような利

益をもって歳計を立てるかを明示しなければなら

ない。そして,次ぎには農業の目的は利益を得る

ことにあるから,一厘一毛たりとも得のあること

を示し,利益を得る源は何事にあれ予算を精細に

たて,その予算,すなわち自分自身に設けた約束

を,みずから破らないことにあることを知らしめ

ることが肝要である。従来農家が行ってきた心覚

え,手加減および目分量に基づいて,深く各自の

仕事の損得を考えなかった習慣を破ることが農業

科の一目的であると述べている。農家の暮らし方

に関説して,「蓄財ハ節倹ヨリ起ル。節倹 トハ,

不生産的ノ費用ヲ転ジテ生産的ノ費用二充ルフ云

フ。此節倹ノ美風起ラザンバ,蓄財ノ実挙ラズ。

:蓄財ノ実挙ラザル トキハ,一国富財ヲ増スコト能

ハズ」と説いている。かつまた蓄財の目的につい

ては,資本を有用の業に投じて利益を謀るにある

:か ら,節倹と蓄財の美徳を起こすとともに,敢為

の気風を養成することが肝要で,人間を着実にす

るということも,こ こにあることを知らねばなら

ない。授業の際には,損得の考えを先きにし,一

・事一物についてもできるだけ数字をもって事実を

証明することが肝要であると強調している。

もちろんこの講演において,斎藤は農業技術の

教育についても述べている。すなわち本県の小学

校において一般に教授すべき農業技術 の 諸 科 目

は,土壌,肥料,米作法,桑樹栽培法,蚕児飼育

法,山林等で,こ れは特産物のある地方において

は例えば平の藍,三春の姻草,産馬,若松の漆樹

を加えるべきである。そ して米作法,桑樹栽培法,

蚕児飼育法に関しては,その土地で実施 している

方法に学理を応用 して一定の原則を示 し,次いで

それぞれの改良すべき点について,米作法は早刈,

排水,秋耕,桑樹栽培法は施肥量,深耕,土質撰

定,蚕児飼育法は収繭と製糸を分業せしむること

等を述べ,つねに現実に即 して考えていたことが

明らかである。さらにまた,視野を広めてこうも

述べている。農業は国々に よって趣きを異にし,

日本には日本の農業あり,本県には本県に適した

農業あるが故に「中国ノ綿,四国九州ノ甘薦,若

クハ紀州ノ密柑フ本県内二作ラントスルモ為ス能

ハザルナリ。否,得失相償ハザルナリ。故二本県

二於テ米国ノ穀類栽培法,オ ース トラリヤノ牧養

法,米国ノ短角牛等ノ如キ事柄フ少 学々校二於テ

教ヘシトテ,実際何等ノ効カアラン。又一歩フ譲

リテ効アリトスルモ農業ノ素地ヲ造ルノロ的二遠

ザカルフ如何セン」そしてこれに引き続き,「況

ンヤ各地二適当セル物産ノ品位フ改良シテ,一毛

ニテモ賤売スルニ非ザレバ,今 日ノ営業ハ立ッフ

得ザルノ有様ナルニ於テヲヤ。」とのべており,こ

こに当時の農家経済がいかに疲弊していたかが端

的に示されていると同時に,斎藤がかかる現実に

立脚して鋭い問題意識をもって農業問題の研究に

のぞんでいたことが窺われる。

なおまたこの講演によって,斎藤は同校におい

て明治20年の冬から当時までに,土壌,肥料,米

作法,桑樹栽培法を講義したことを知 り得るが,

前記『桑樹栽培法』もその一部で,それらの講義は

並々ならぬ努力と熱意をもって行われた。それは

「 自分ノカノ及ブ限り本県ノ小学校二適スル学科

目丈ケヲ調査シテ,之 ヲ学生二講ズルフ務メタ・̈。

卒業生諸子,小学生徒二教授スルノ労ハ,余ノ諸



君 二講ジタルノ労コリ数層重キコトフ」と語って

いることによっても明らかである。

明治21年 5月 の『日本蚕業雑誌』に,斎藤萬吉

は「蚕屎肥料の説」⑤を寄稿し,肥料学的に,ま た

農業経営的に蚕糞を論じている。蚕糞は窒素分に

富み人糞,既肥とともに貴重な速効性肥料で,分

解が早いので有効成分を失わないよう管理には充

分注意を要する。農家が牛馬を飼養する利益は,

使役と厩肥を得ることにあるが,蚕児もひとつの

家畜であるから養蚕の目的は良繭と蚕糞を得るに

あり,農家一般に蚕糞の効果を知らしめる必要が

ある。蚕糞の量は,原紙 1枚から1石 4,5斗 内

外を得ることを説いている。斎藤は,か くのごと

く細心の注意を払っていたことに留意すべきであ

ろう。

越えて,明治22年 3月 の同校の卒業生に対して

行った訓話(6)に おいて,斎藤萬吉はすべての学科

日,地理・歴史・博物・数学・修身等に至るまで

できるだけ生産と関係せしめて教えることを強調

している。農業科においては,すでに述べたごと

くわが国の現実に即して教えるべきことの必要な

る所以を,自米 1斗の代価,生糸 1貫目の代価を

知 らないで実業教育を説き,居村の生産高をも知

らないでマンチエスターの織物業の盛大を唱え,

米に生ずる虫を知らないで支那の蛙害を説き,阿

武隈川沿岸の産物も知らないでナイル河沖積地の

豊饒を云う輩がある。この輩の董陶を受ける子供

は迂潤の人物となるほかはないと説き,か く云 う

所以は迂潤の子供を出す憂を防がんためであると

述べている。この訓話において,卒業後心がける

べきことについて,学識経験を積むべきこと,着

実なる老人もしくは町村において相当なる人物と

常に交際すべきこと,任地に赴くに当っては3カ

年以上その地に居ること,結婚年齢,衣類,所持

品等々にいたるまで懇切をきわめて説きおよんで

いる。斎藤はこの訓話の終 りに臨んで,卒業生に

次の2項に関する調査を,22年 7月 までに送付す

ることを依頼した。すなわち任地における(1)米・

麦・大豆・桑・養蚕 。その他特有農産物の一反歩

費用,(2)農家年計表,ただし各自所有 耕地 の区
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画,例えば田地 1町歩のうち 2反 5畝歩のもの 1

枚,5畝歩のもの 1枚,2反 5畝歩のもの 2枚等

のごとく明記することを依頼 した。この 2項につ

いては取 り纏めを終ったときに報告書を送ること

を約束 しているが,筆者はこれが刊行されたかど

うかを知 らない。か くして得 られた資料の幾分か

は,「手稿」にも反映 しているものと思われる。

なおこの訓話を,諸子は自己の身体を自己のもの

と思わず,自 己のとるべき事業を守って一意これ

に委ね事業を生産業に関係 しつつ将来に向って運

動を試むべ し,と 結んでいるが,斎藤萬吉自身の

決意のほどが察せられる。

次いで22年 4月 ,斎藤は師範学校長の訓示もあ

り,ま たその他からも小学校における農業科実施

法に対する意見(7)を少なからず求められていたの

で,まず師範学校附属小学高等科における実施方

法案を樹てた。この案は原則的なもので,他の小

学校において実施する際にも,その土地の事情を

掛酌して実施することの可能性を前提として作成

された。同稿の内容は 8項 目 (課程・実習・冬期教

室内教授法 。生徒の衣服。実習用農具・同参考本。教員

の心得・附属小学校主幹の心得)か ら成っている。

「課程」は,斎藤の同校における農業科の教授内

容のみならず,彼がいかなる考えを抱いていたか

を知る上においても,重要な手がか りとなるので

その全文を掲げておく。

高等科三年  毎週四時

一,土壌,本質,種類,成分,吸収力,豊饒,土地

改良

二,肥料 総論,普通肥料,殊用肥料,肥料真価及

売買,肥料用法

三,米栽培法 適地,種子,苗代,移植,整地,肥

料,潅漑,除草,収穫,一反歩耕種費用,麦大豆栽

培概要及一反歩費用

四,実習

高等科第四年 毎週四時

一,桑樹栽培法 適地,桑苗,肥料,整地管理,裁

収,一反歩費用

二,養蚕 蚕体生理,飼養術及病害大要,殺蛹法,

原紙一枚飼養費用

三,日常樹木栽培 松,杉 ,桧,ケ ヤキ,ク ヌギ,

斎藤萬吉の福島時代



萄

ナラ,竹栽培法,山林ノ必要,山林業ハ資本ヲ多ク

用ヒザルノ証明

四,福島近傍農家歳計

五,実習

この課程内容によっても明らかなごとく,斎藤

が当時いかに農業の実情を踏まえて,主要農作物

の技術改良によって生産力の増強を計 り,ま た生

産費を調査することによって農業経営を改善 し,

さらには農家の歳計を調査 して農家経済の向上を

図るべ く努力をしていたかが理解できる。それは ,

教員の心得について述べた箇所で,教授に際 して

は目下福島近傍農家の実施すると ころ を基 とし

て,これに明白な学理を付 し,つづいて利益上 よ

り将来改良すべき諸点を明瞭に示すべきであるこ

とを説 くと同時に,室内教授においては,特にで

きるだけ数字をもって事柄の利害を示し,損得の

考えを離れてはならないことを力説強 調 して い

る。なお参考書として最初のあいだは,『統 計 年

鑑』,『農商務統計』,『福島県統計』が必要 で あ

ると述べているが,これによっても斎藤が早 くか

ら全国的視野に立脚 して福島県の農業を考察すべ

きであると認識 していたかを知 り得ると同時に ,

いかに統計の重要性を認めていたかが明らかであ

る。

なおまたこの講演会に伊達郡の教員の出席が殊

に多いから,同郡において目下最も注意すべき問

題として,同郡の蚕業は近年停滞 しているからこ

れを克服すべき努力を要することを述べている。

すなわち,同郡は蚕業の先進地であるが,近来他

県においては共同して研究改良し,長足の進歩を

遂げて伊達郡を凌駕する勢であるが,こ れに対 し

て伊達郡においては大天狗となって進取の気性を

失い,共同一致 して研究改良を施こそうとする配

慮を欠いている。そして,その救済策をのべてい

るが,教員に対 して特に小学校の生徒にこれに必

要な教育を施すことを力説 している。

斎藤萬吉は,叙上のごとく教育を通じて,農業

にかかわる諸問題を極めて実践的に考 察 して い

た。

以上明治20年から同22年 までの斎藤高吉の諸論

稿を考察 してきたが,そ こには諸農産物の生産費

や農家の歳計について指摘はされていても,斎藤

自身による調査がどのようなものであったかを具

体的に知ることはできなかった。もちろん斎藤は

師範学校でそれらについて具体的に教えたことは

確かであるにしても,これまでその内容がどのよ

うなものであったかは全 く明らかでなかった。い

まわれわれは戸谷氏の発見になる「手稿」によっ

て,は じめてその具体的な内容を知ることができ

た。それと同時に「手稿」以前の論稿に展開され

た諸見解がいかなる現実認識に基づいていたかを

さらに詳 しく知ることができる。

か くして現実に対する鋭い問題意識をもった斎

藤萬吉が,農政学を志 して再び修学のために上京

した壮図も理解できるのである。

注

(1)「米作改良法附録」『福島県勧業報告号外』(明

治20年 6月 )。

(2)斎藤萬吉「小学校農業科」『福島私立教育会雑

誌』第22号 (明治20年 7月 )。

(3)斎藤萬吉『桑樹栽培法』 (明治20年冬から同21

年春にかけて福島県尋常師範学校において行った講

義,刊行年次不明)。 同書はおそらく斎藤萬吉の最

初の著書で,福島時代の論稿中これまで知られてい

たものは「手稿」と同書 (東畑精一『農書に歴史あ

り』に紹介)の 2点にすぎない。東畑精一氏所蔵。

(4)「小学校農業科ノ要旨」『福島私立教育会雑誌』

(明治21年 4月 )。 その後この論稿は各誌に転載され

た。

(5)斎藤萬吉「蚕屎肥料ノ説」『 日本蚕業雑誌』第7

号 (明治21年 5月 )。 なお神奈川県中島仙助の「蚕

屎は速に溜桶を腐朽せしむるの理由質問」に対 し

て,斎藤萬吉が『日本蚕業雑誌』第 9号 (明治21年

7月 )に応答している。

(6)斎藤萬吉「師範生徒卒業後ノ心得」『福島私立

教育会雑誌』第42号 (明治22年 3月 )。

(7)斎藤萬吉「小学校農業科実施法案」『福島私立

教育会雑誌』第43号 (明治22年 4月 )。
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