
- 1 - 

 

 羽茂高校のあけぼの       

   はじめに 

 歴史に学ぶことが大切だという。そこで今日は、１９３４年

１０月、羽茂専修農学校の創立から戦後の教育制度が大きく変

わり、新制羽茂高等学校になるまでを、私の経験した学校生

活、学校教育のことを織り交ぜながら「羽茂高校のあけぼの」

と題して話したいと思う。これから高校生活を送り、社会に旅

立つ皆さんに、先人達が何故そこまで学校設立にこだわった

か、教育の大切さを理解して、それを糧に大きく社会に羽ばた

いていただきたい。その意味で今日の話が少しでも役に立てば

有り難い。 

 

   創立に至る背景 

 羽茂高校は今年（２０１１）で創立７７年になる。そこで、当時の人達が中等学校創立にこだわったその

背景から話を進めよう。 

 佐渡南部の「羽茂」という地名は平安初期の『続日本紀』（７９７年成立）に、７２１（養老５）年、そ

れまでの佐渡１国１郡を分けて雑太郡、賀茂郡、羽茂郡の３郡としたことが記録されている。この頃からの

歴史ある地名である。１６５５（明暦元）年、東は戸倉崎、即ち松ヶ崎から岩首に向かって途中にあるトン

ネル（松ヶ崎より東の両津湾に面した両尾までとの説もある）まで、その戸倉崎から小佐渡山脈の東境山の

頂上、そして畑野の賀茂神社、それから西に向かって真野新町の小川内川（小川内川と真野川の間とする地

図もある）までが羽茂郡と改めて定めている。 

 中世には羽茂郡は羽茂城主本間が支配していた（必ずしも羽茂郡と支配地は一致していない）。１５８９

（天正１７）年、上杉景勝の佐渡攻めで落城する。 

 〈その後、上杉は会津に、さらに関ヶ原の戦いにやぶれて減封となり米沢へ〉 

 １６０１（慶長６）年、徳川家康は佐渡金山を直轄とし、この年、佐渡国を天領とした。江戸幕府を開く

２年前のことである。その後佐渡金山は大いに発展した。 

 金銀、資材、食糧補給の移出入の港は初期の相川、沢根から後期は宿根木そして小木に変わった。この頃

になると北前船の出入も盛んになり、それに伴って農・漁業の自給自足から〝金山稼ぎ〟〝松前稼ぎ〟に変

わった島民も出てきた。江戸後期になると小木港の発展は凄まじく、大いににぎわった。赤泊もかつての佐

渡の玄関、松ヶ崎にとって代わった。小木、赤泊が時の経済の波にのって発展していったのに対し、羽茂は

こつこつと地味な農業で暮らしをたてた。それが今にも伝わっている。旧３ヶ町村を比較しても方言から考
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え方にも違いがある。羽茂の人が北海道や東京、大阪に行って一旗あげた話など聞かない。また敬語が少な

い。どうも羽茂は落城後、飛び抜けた権力者がいなく、貧富の差が少ない。羽茂は、戦前の赤泊にあった

名子
な ん ご

（特定の地主に隷属した屋敷を持たない小作農）のような人はいなかった。戦後、農地改革①のときも羽

茂の開放地主は３～４町歩で、地主というと弘仁寺、大蓮寺などのお寺さん以外はほんの数人だったと言わ

れている。７～９反歩の田圃と２～３反の畑が一般的だった。赤泊では国仲に田畑を持つ地主もいたが羽茂

にはいなかった。ところで越後では１千町歩地主が数名いたが、１千町歩というと羽茂平野の田畑の面積で

ある。佐渡ではそのような大地主はいなかった。いわゆる羽茂は飛び抜けた金持ちもいないが、田圃や畑が

なく家を持たない人もいなかった。自給自足の農村だった。だから人を押しのけて目立とうという人がいな

かったのだと思う。羽茂高校の生徒は覇気がないとよくいわれたものだが、このような歴史を背負っている

せいかもしれない。 

 明治維新を迎え近代化・資本主義の波は佐渡ヶ島も巻き込み、羽茂は氏江元彦の千歯稲扱機さらに味噌醸

造で発展する。文化面で羽茂は江戸の頃より生花、連歌、やわらなども豊かであった。それが１８６９（明

治２）年、国で学制が公布される前、佐渡で最初の庶民教育をした暇修庠舎・郷学所ができる原動力となっ

た。 

 鎖国していたわが国が早く世界に仲間入りしたい一心で鹿鳴館など造り西洋にかぶれ、世界と結びつけば

つくほど世界経済の影響をうけた。現在だって２００８年、アメリカ大手証券会社リーマン・ブラザーズの

破綻を契機に、金融市場の危機は一挙に全世界に広がり、さらに実体経済へも急速な不況をもたらし、それ

は現在にも及んでいる。またギリシャの財政破綻が、今、ＥＵ（欧州連合）や世界に大きな影響を与え、わ

が国でも今までにない円高で産業に与える影響は大きい。さらにタイの水害もまた同じ、と言うように、経

済は世界一体となってきているのである。 

 明治維新後、世界経済の枠に入り、商工業が発展するなかで、資本主義特有の経済変動の影響をうけた。

約１０年ごとに起こると言われる世界恐慌が、わが国では１９００（明治３３）年に最初に起きている。も

っともこの経済変動〈ジュグラーの波〉も戦後は大きく変わってきている。 

 明治も半ばを過ぎた１８９６（明治２９）年、佐渡最初の中等学校として佐渡尋常中学校が全町村の組合

立で設立された。それに続いて明治、大正、昭和の初めにかけて５校の中等学校が設立されるが、国仲、相

川に集中しており、佐渡南部からは通学困難であった。羽茂専修農学校が設立されるまでは羽茂小学校卒業

生は２、３人しか進学できなかった。小木、赤泊も変わりなかった（拙著『佐渡に生きる』「羽茂高校創立

の周辺」の「佐渡中等学校別卒業生数」参照）。 

   激動の昭和 

 羽茂高校が創立された昭和という時代はまさに激動の時代であった。１９２３（大正１２）年、関東大震

災その復旧がままならないうち昭和に入るとすぐ１９２７（昭和２）年、金融恐慌、１９２９（昭和４）

年、アメリカから始まった世界大恐慌・昭和恐慌はわが国に大きな影響を与えている。当時「大学は出たけ

れど」就職ができなかった人は半数に上ったと言われる（当時の大学進学率は不明。２～３％？現在は５３

～４％、ここ２、３年、大学卒業生の就職は昭和初期の不況時より困難だと言う人がいる）。そこへ「やま

せ」が吹いて東北地方からの農業恐慌で農家の生活は困窮をきわめた。 
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 佐渡でも厳しい経済の状況は変わりなかった。小木は佐渡金山の衰退と共にかつてのにぎわいはなくなっ

ていた。この頃、小学校で欠食児童が出たり、芸者置屋の大勢の養女という名の身売りの記録もある。 

 羽茂も味噌産業関係はともかく農家にとって生活は苦しいものだった。羽茂は１９１７（大正６）年「羽

茂村是」、１９２８（昭和３）年「羽茂村農業是」をたて、さらに満州事変勃発後、農林省の経済更生指定

をうけ、１９３３（昭和８）年「羽茂村経済更生五カ年計画」をたてた。これは軍国主義推進の一環として

の精神更生運動と連動していた。わずかな補助金と低利資金貸し付け、救農土木事業による更生を集落なり

村なり共同で作業することであった。羽茂はこの経済更生計画のなかで、他の地域に先駆けて八珍柿・おけ

さ柿の生産を始めている。これが今の県下のおけさ柿にまでなったのだ。とはいっても、当時、より郷土を

発展させ、よりよい生活向上をめざすならば人づくりが必要であり、それには教育こそ大切であると、村民

は考えるようになった。このような経済変動の不況のなかで教育の大切さが人々にも理解されてきたのであ

る。 

 かつて徳川家康の「人民は生かすべからず、殺すべからず」の政策で庶民は支配されていた。武士を頂点

とする身分制度、士農工商、穢多非人の社会構造ができあがっていた。農工商の少々の兼業、移動はともか

く、その他は勝手に身分を変えることができなかった。そのような時代から明治維新をへて、皇族、華族の

他は、形のうえでは四民平等になった。また先ほど述べたように資本主義に組み込まれ、１８７２（明治

５）年、寛永以来の田畑永代売買の禁が解かれ、大地主ができる一方、運がよければ社会の底辺からもはい

上がることができる社会になった。そして経済の不況のなかでも教育が大切であることが人々にも理解され

るようになってきた。時をへて昭和になっても羽茂には国仲のように中等学校がない。中等学校へ進学する

には経済的負担があまりにも多く、子弟の進学率はきわめて低かったのである。 

   創立の苦闘 

 羽茂高校創立の功労者として校庭に銅像のある本間瀬平は、当時の不況から脱出し羽茂の発展は人づくり

が第一と考え、村長になると彼のリーダーシップで逼迫した村の財政から羽茂専修農学校設立の基本金積み

立てを始めた。 

 当時、味噌興業が羽茂、いや佐渡の経済の牽引力であった。本間瀬平はそのマルダイ味噌の社長でもあっ

た。そして一方、羽茂村議会の議員の大多数はマルダイ味噌やヤマカ味噌の関係者だった。その議会でも農

学校については議論百出でもめたようであるが、最後は全会一致で設立を決定している。更に村の予算だけ

では足りなくて特別寄付を集め、さらに各部落（集落）に割り当てる方式で、村民から寄付金を集め設立に

こぎつけている。羽茂は、大地主がいなく、貧富の差が少ないところだったと言ったがそのことは、方向が

決まれば村民はまとまりが良かったのかも知れない。 

 先に述べたように１９３０年代の頃、羽茂小学校１００人前後の卒業生のうち中等学校進学者は２～３人

であったのが、羽茂農学校が設立されると一挙に６割強に跳ね上がった。羽茂の人づくり、村づくりの基礎

は確立したと言うことができよう。『羽茂村誌』に１９３６（昭和１１）年と１９４３年の財政状況が載っ

ているが、３６年当時、教育関係費は羽茂村の歳出の実に５７％も計上されており、その中に農学校（現、

羽茂高校）費が２１、３％（１０,２４２円８９銭）含まれている。 

 〈以前、拙著（『佐渡に生きる』「羽茂高校創立の周辺」）で創立当時、羽茂の財政の５３％が教育関係

費だった。と聞き書きしたが間違いだった。ここで訂正しておく〉 
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 １９４３（昭和１８）年は羽茂農学校を乙種から甲種に格上げされた年で、屋外運動場、実習地の増設、

校舎の増築等に金がかかったため、村の教育関係費５２、４％、のうち農学校費３９、９％（２９，２２３

円５３銭）にまで膨れあがった。 ここ数年、国で文教及び科学振興予算が７％弱、佐渡市で教育費が１

０％前後のことを考えると、当時の羽茂の人々の教育にかけた情伺い知ることができる。「米百俵」②の故事

にもまさる意気込みではなかったかと思う。 

 学校の創立を１９３４（昭和９）年１０月３０日としているのは、羽茂専修農学校創立を県から認可され

た日でこれを記念日としたのである。実際に生徒が入学したのは翌年の４月で、小学校６年卒業生は１年生

として５８名（男３７、女２１）、小学校高等科１年と２年修了者は２年生として７３名（男３８、女４

５）入学した。そして翌年には羽茂農学校（乙種）に昇格した。１９３７年の第１回卒業生は２年生として

入学した人達で７６名（男３６、女４０）であった。この頃中途退学者が多いのは非行や怠けての退学では

なく、家の農作業のためとか、農家に嫁に行くのでという人が多かった。敗戦後になると父が戦死し労働力

がなく、働き手の婿さんをもらうために退学した人もいた。今のように耕耘機、田植機、コンバインなど農

業が機械化されてなく、化学肥料や航空防除など農薬も発達してなく人手が掛かったのである。 

 羽茂専修農学校創立当時、４月に入学しても校舎がなく、小学校に間借りして開校し、小学校長が校長職

を兼務していた。７月に校舎が、１１月に農舎などが竣工し、翌年、羽茂農学校（乙種）となると、専任校

長となった。しかしこの段階でも体育館がなく、小学校との渡り廊下で朝礼をしたという。１９４２年敬神

道場ができて、やっと講堂兼雨天体操場となった。 

 〈敬神道場は１９３８年経済更生特別助成村の指定を受けその助成事業の一つとして建築された〉 

 言葉の通り敬神道場には神棚があった。（祀っていた神は天照大神？）国民に神を敬うようにということ

であり、度津神社に建築する予定であったのだが、何分、体育館がないため、国の神国教育推進に乗っかり

講堂ということで建築されたものであった。今は度津神社の参集殿になっている。 

   軍国主義教育 

 羽茂高校が創立された頃から急速に軍国主義教育が進められてきた。その背景は人権など意に介しない軍

部が台頭し、中国侵略・満州事変、５・１５事件と続き、さらに２・２６事件、日中戦争、太平洋戦争と一

挙に突き進んだ。中国から南太平洋と侵略は拡大したのである。明治憲法の下でも臣民としての限られた権

利の規定はあったが、軍国主義者・権力者はその限定された基本的人権さえ無視したのである。軍国主義者

と一儲けをたくらむ財閥が一体となって戦争を遂行するため、強行に軍国主義教育を推し進めたとしか思え

ない。 

 １９４１（昭和１６）年、国民学校令が公布され小学校は国民学校となった。この年の１２月８日太平洋

戦争が勃発した。私は翌年４月に入学した。１９４４年の２年生の教科書「天皇陛下ノ オヲサメニナル 

ワガ日本ハ、世界中デ 一番リッパナ國デス。…日本國民ハ、ホントウニ シアハセデス 

…ミンナ天皇陛下ニ チユウギヲツクサナケレバ ナリマセン」「日本ヨイ國、キヨイ國。世界ニ 一ツノ

神ノ國」と狂信的な「神ノ國」教育せきしがされた。桜はパッと咲いてパッと散る。天皇の赤子として常に天皇

のために死ぬことを国民学校の時から少国民として教え込まれたのである。登校すると先ず奉安殿（御真

影・天皇皇后の写真と教育勅語が収められていた）に最敬礼した。忘れるとビンタがとんだ。戦闘機、軍艦

の絵を描き戦地の兵隊さんの慰問にだした。３年生になると教育勅語を毎日、朝、授業前に暗唱させられ
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た。遊びは兵隊ごっこ、チャンバラごっこだった。山本五十六の国葬や玉砕などあると「海行かば 水漬く

屍 山行かば 草むす屍 大君の辺にこそ死なめ かへりみはせじ」（「海行かば」）はよくラジオで流さ

れた。歌の意味もよくわからず歌っていた。後年、この歌の意味を知り、当時の教育の空恐ろしさを感ず

る。「海行かば」は万葉集の大伴家持の長歌の一部を取ったもので「天皇のため命を落とし、屍が水に漬か

っても、屍から草が生えるようになっても、天皇の側で死のう、自分の身は顧みない」というものであっ

た。国民精神総動員をめざした歌である。 

 創立されたばかりの農学校でも生徒の軍事教練はあった。羽茂専修農学校は学習と軍事訓練（青年学校の

流れをくむ）の二つの目的を持っていたが、翌年、羽茂農学校（乙種）となると軍事訓練は一応分離され毎

週２日、青年学校に出向き訓練した。指導教官は羽茂出身で予備役（軍隊帰り）の少尉だった。羽茂城趾の

五社に登って大声で号令のかけ方などの発声練習。歩くときの歩幅、足の高さ、歩き始めは左からとか、回

れ右、進め、頭
かしら

 右、左、中など、各個訓練をした。また部隊教練とし

て、戦闘訓練をした。銃の扱い方、銃を捧げてほふく前進（腹ばいにな

って手と足ではうこと）、第１種軍装（背嚢）で銃をかついで経塚山で

の訓練や金北山に登ったこともある。１９３７（昭和１２）年、日中戦

争が始まると軍事訓練はいよいよ厳しくなった。灯りが一切ない真っ暗

な夜行軍は、危険防止に銃の先に白い布をつけて歩いた。川茂から赤泊

に向かい、小学校で仮眠をして帰る行程だった。また大崎での実弾射撃訓練には女子も一緒であった。時に

は新発田連隊の配属将校が査察にきた。 当時の制服は男子が国防色（カーキ色）の服に白線２本をつけた

戦闘帽、ズボンにゲートル（巻脚絆）をまく、女子はセーラー服にモンペ着用であった。太平洋戦争に突入

すると、竹槍の訓練から学徒動員令で勤労奉仕がいよいよ盛んになった。 

運動が実って１９４３年に乙種から甲種になる。この年は徴兵適齢を１年引き下げた年（翌年はさらに１年

引き下げた）であり学徒動員が始まった年である。羽茂農学校も予科練（海軍飛行予科練習生）や特幹（特

別幹部候補生）などへの応募を強く要請され、教職員は最初の応募者は体格、学力ともにすぐれ、家の後継

ぎでない二、三男の中から選んだようだが、後になると半強制的に誰

彼いわず選んだようである。 

 １９４４（昭和１９）年になると、１月「緊急学徒勤労動員方策

要綱」を決定、２月「緊急食糧増産農学校隊北海道派遣通達」、３月

「決戦非常措置要綱ニ基ク学徒動員実施要綱」（通年の学徒勤労動

員）、４月「学校工場化実施」というように通達が矢継ぎ早にださ

れ、それに伴って、羽茂農学校の生徒は北海道（２年生）へ援農活動

にでかけた。羽茂に残った生徒も、出征兵士宅の農業の手伝い、ヤマカ、マルダイ味噌の樽洗い、炭、薪負

いなどから、三光塚の開墾をして食糧増産と飛行機の燃料にするという松根油取りにかり出された。男子が

出征し労働力不足、極端な食糧不足を補うため中等学校の生徒をキンポウタイ（勤労奉仕隊）として半強制

的に労働させたのである。学校にいても竹槍、軍事訓練のほか防空訓練などで、教室での勉強はほとんどで

きなかった。 羽茂高校は創立当時から戦争に巻き込まれていた。卒業生のうち３５人が戦死し、第３回卒

業生男子の場合、３６人のうち３分の１の１２人が戦死している。当時は乙種であったから、１６歳で卒業

校庭での軍事教練 閲兵・分列行

校庭で銃を担いで軍事訓練 
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して１８歳で戦死した者もいる。一番戦死者が多い年は敗戦の年だった。旧町村別では羽茂３３人、小木、

赤泊各１人と誠に悲惨な歴史だ③。 

 １９４５年、広島、長崎に原爆が投下され、８月に敗戦。今までの軍国主義教育は基から否定された。１

２月になると、修身、国史、地理の授業は停止。教練、銃剣道、武道は禁止された。１９４６年元旦、天皇

は人間宣言をした。今まで神の国の人神現
あらひとがみ

だった天皇がわれわれと同じ人間になったのである。軍国主義者

は公職追放され、日本国憲法が公布された。１９４７年に教育基本法公布、６・３・３・４制の新制度がで

き民主主義教育が行われるようになった。羽茂農学校は県に移管、翌１９４８年４月、新制高等学校発足に

伴い、新潟県立羽茂農業高等学校となり、さらに１９４９年普通科設置で新潟県立羽茂高等学校となった。

県立高校への移管のさいには県立高校水準のグラウンドや設備が必要であるため、各部落（集落）への寄付

金の割り当て、一般寄付で１〇〇万円を集め、いわゆる持参金つきで県立高校になったのである。このよう

に羽茂村の財政負担は大変なものであった。そのしわよせは小中学校に重くのしかかった。新制の中学校の

校舎がなくて、最初の年を羽茂農学校併設中学校として出発し、１９４８年３月併設中学校卒業となってい

る。従って羽茂中学校は他の新制中学校より１年遅れて開校されたのである。また中学校の屋内体育館を建

築できなく、小学校の体育館を１０年も併用し続けたのである。 

 

 おわりに  

 今まで述べたような犠牲をはらって、やっと今の高校になった。羽茂高校の夜が明けたのである。このよ

うな創立から県立高校になるまでの歴史を、皆さんに是非とも知って頂き、何故そこまでして高校が必要だ

ったのか考えてほしい。そして次の世代に伝えてほしい。私自身、国民学校のとき戦争で父を亡くし、近く

に新制高校が出来たから進学でき、今があると思っている。下宿しての高校進学は片親の私にはできなかっ

た。だから今後も、南佐渡の唯一通学できる高校として、三崎の人も赤泊の人も西三川の人も、希望するす

べての生徒が後期中等教育を受けられる羽茂高校であってほしい。 もう一つ戦時中の生徒の学校生活を紹

介したのは、どんなことがあっても戦争をしてはいけない、憲法九条を守って平和であって欲しい、という

思いからである。実際に創立直後のわが校の先輩が多く戦死し、また戦時中の生徒は勉強どころではなかっ

たことも先に述べた。 

 この２点を、これから社会に大きく羽ばたく皆さんに伝えて、引き継ぎたいと思う。たとえ佐渡から遠く

離れようと、平和をめざし、母校を愛し、故郷を愛し、佐渡に生きる後輩たちのために母校の存続、発展に

尽力いただきたいと思う。 

 最後に皆さんが健康で希望する進路・目的が達成されますことをお祈りして私の話を終わります。ご静聴

有難うございました。 

（２０１１年１０月３１日〈月曜日〉創立記念講演に加筆）  
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本 文 注 

① 農地改革は戦後、経済の三大民主化の一つ。１９４５年、自作農創設特別措置法と、農地調整法を制定

し、戦前、農村を支配した寄生地主制を解体し、小作農をなくし、自作農を創設した。不在地主の全所

有地と在村地主の貸付地のうち平均一町歩（北海道は四町歩）を超える分を国が強制的に買収、小作人

へ売り渡したのである。他に経済民主化として財閥の解体。労働関係で労働運動を認め、憲法で労働三

権を保障。そのため労働三法を制定した。などがある。 

② 「米百俵」の話。長岡藩が１８６８（慶応４）年、戊辰戦争に敗れ人心荒廃し、その日の暮らしにも困

っていた。そこへ１８７０（明治３）年、三根山藩の士族から救援の米百俵が贈られてきた。参事・小

林虎三郎はその米を藩士たちに分け与えることをせず、多くの反対を押し切って、売却。国漢学校設立

の費用とした。そして士族、平民の区別なく入学させ教育をした。虎三郎は教育こそ人間をつくり、郷

土復興の要と考えたのである。この国漢学校から多くの人材を輩出し、また、みごとに長岡を復興させ

た。この故事は山本有三の戯曲『米百俵』で有名になった。 

③ 羽茂高校卒業生の太平洋戦争戦死者数と戦死年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

卒 業 年 

卒業生数 

 

戦死者数 備    考 

男子 女子 計 

第１回 1937（昭 12）年 36 40 76 3  

第２回 1938（昭 13）年 36 17 53 8 戦死赤泊１を含む 

第３回 1939（昭 14）年 36 25 61 12  

第４回 1940（昭 15）年 41 25 66 5 戦死小木１を含む 

第５回 1941（昭 16）年 43 23 66 4  

第６回 1942（昭 17）年 47 23 70 2  

第７回 1943（昭 18）年 47 37 84 1  

計 286 190 476 35  

 

戦 死 年 戦死者数 備   考 

1941（昭 16）年 1  

1943（昭 18）年 0  

1944（昭 19）年 14  

1945（昭 20）年 19  

1946（昭 21）年 1 シベリヤで 

合 計 35  

戦死者の遺族の家を一軒いっけん訪ねて、話を聞かせていただいた。

出征が決まって結婚し一週間たらずの結婚生活の後、戦死した人。 

若く今の高校生の齢で出征した人や高校生の歳で戦死した人など。 

 本人にとっても遺族にとっても、戦争は本当にむごい。創立当時

の羽茂高校の悲劇を二度と繰り返してはならない。平和的生存権を

護らなければならないとつくづく思う。 


