
 1 

第 103 回 女子栄養大学の銅像探索 

               筆者：林 久治（記載：2019 年 10 月６日） 

（１）前書き 

私（筆者の林）は Random Walks （乱歩）という題名で偏屈老人（林久治）の気
侭な紀行文のサイトを始めている。私の紀行文では、通常の紀行文にはない、斜め
目線からのご紹介を書くことに拘りたいと思います。通常の紀行文に関しては、既
に優れたサイトが沢山ありますので、それらをも引用しつつ、ユニークなご紹介 

を記載することに心掛ける所存です。 

一方、私は日本の銅像探偵団/l（１）のサイト）の銅像探索に参加している。私

は珍しい銅像を探して、探偵団の団長さんに「ギャフン！」と仰っていただけるこ

とを目標としている。ここで「珍しい」とは、「➀見つけ難い場所に隠れている有

名人の銅像。②市井で頑張って人生を過ごしたが、有名人ではない人物の銅像」と

言う意味である。私は自宅が東京にあり、孫達が大阪にいるので、主として東京近

郊と近畿地方で銅像探索を行っている。最近、私はそのような「スクープ銅像」の

候補となりそうな多数の銅像をネットで見つけている。 

私は９月 14 日に日大と東京 YWCA で銅像探索を行い、その探索記を101 回の記事

/fに書いた。日本の銅像探偵団/lのサイトでは、東京六大学の中で明治大学の銅像

だけが収録されていない。そこで、私は９月 14 日に、私は明大駿河台キャンパスで

も銅像探索を行った。しかし、学祖の三先生の内、宮城先生の銅像周辺が工事中で、

先生の銅像を見られなかった。工事は９月末に終わるとのことで、私は 10 月２日に

明大を再訪し、宮城像を撮影した。明大の探索記を前回の記事/fで書いた。 

私は 10 月２日に、豊島区駒込の女子栄養大学にも行って、そこの銅像を探索した。

今回は、女子栄養大学の探索記を記載する。なお、本稿においては、資料の記述を

緑文字で、私（林）の意見や説明を青文字で記載する。 

  

（２）女子栄養大学の略歴と駒込キャンパスの紹介 

女子栄養大学の本部は、現在、坂戸市にあるが、前身の女子栄養学園の校舎が最

初に建設されたのは豊島区駒込である。現在は、同大学の駒込キャンパスとなって

いる。駒込キャンパスの周辺地図を次ページの図１上に、構内図を図１下に示す。 

 本学の歴史は、創立者の香川省三・綾夫妻の人生そのものである。省三は 1945 年

７月 17 日に疎開先で急死した。従って、綾が実質的な創立者で、彼女は「日本の現

代栄養学の礎を築いた栄養学の母」と呼ばれている。ご夫妻の経歴は、後で詳しく

紹介するが、ウィキペディアによる本学の略歴を以下に紹介する。 
1933 年：香川夫妻は自宅に「家庭食養研究会」を設立。 

1935 年 5 月：香川夫妻は月刊誌『栄養と料理』を創刊。 

1937 年：「家庭食養研究会」を、「栄養と料理学園」と名称変更する。 

1940 年 ：「栄養と料理学園」を、「女子栄養学園」と名称変更する。 

1950 年 ：女子栄養短期大学を設置、栄養士養成施設として認可を受ける。 

1951 年 ：私立学校法に基づき、「学校法人香川栄養学園」と名称変更する。 

1956 年：女子栄養短期大学に「栄養科第二部（夜間部）」を設置。 

http://www.japanprobe.com/2007/12/13/fearless-mouse/
https://douzou.guidebook.jp/index.html
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-101.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-101.pdf
https://douzou.guidebook.jp/index.html
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-102.pdf
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1961 年：女子栄養大学を設立し、香川綾が学長に就任。 

 

 
図１．上：女子栄養大学駒込キャンパスの周辺地図、本図は２）のサイト/7より借

用。下：同大駒込キャンパスの構内図。本図は３）のサイト/5より借用。➀：香川

夫妻像の設置場所 

➀ 

http://as.chizumaru.com/famima/detailMap?account=famima&bid=20487
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（３）女子栄養大学の香川省三と香川綾の胸像 

 私（林）は 10 月２日に駒込駅から本郷通りを北上すると、歩いて数分で左側に女

子栄養大学の看板を発見した（図２上）。この角を左に曲がると、直ぐに本学の正

門があった（図２下）。正門の内側に銅像が２体、設置されていた。正門の脇には、

守衛所があった。 
 

 

 
図２．上：本郷通りの女子栄養大学の看板、下：女子栄養大学の正門。 
 



 4 

本学の駒込キャンパスの見学に関して、４）のサイト/に次のような記事があった。 

キャンパス見学（駒込キャンパス）：ご希望の日時に、お越しください！キャンパスの全

景や、施設の見学など、女子栄養大学を自由に見学できます！事前に御連絡いただけます

と、スムーズに見学できます。日曜、祝日、夏季・冬季休業中は係員がおりませんので、

資料につきましては、受付にお申し出ください。なお、入試前日、当日は、入構できませ

んので、ご注意ください。 

 私は当初、女子大に入構することに懸念を持っていた。しかし、上記の記事を発

見して、「本学は見学をむしろ歓迎している」と思い、守衛のおじさんに気軽に依

頼することが出来た。 
私「そこにある香川先生の銅像を拝見してもよろしいでしょうか？」 
守衛「どうぞ。」 
私「どうも。」 
てな具合で、私は目的の夫妻像を快く拝見することが出来た。 
 正門の内側に設置された香川夫妻の胸像の写真を図３に示す。両像の間にある説

明板の写真を次ページの図４上に示す。本板には「栄養学の実践」という題で、次

のように書かれている。 
栄養学の実践：香川昇三・綾ご夫妻は東京帝国大学医学部に勤務する医師であったが、脚

気の治療経験から「病気になってから治すのではなく、栄養学的に正しい食事で病気を防

ぐ」ことを目的に栄養学の普及と研究を志し、昭和８年（1933 年）「家庭食料研究会」を

開設、食による健康維持・改善の実践を推進された。現在学園は、専門学校から大学院ま

でを擁する他に類をみない「食と健康」に関する総合学園に発展している。卒業生は建学

の精神をもとに各地で人々の健康のために活躍している。香友会創立 70 周年を迎え、両

先生の志に思いを馳せ、同窓生一同感謝をもって記す。 平成 23 年（2011 年）６月 26 日 

（本文は６ページに続く。） 
 

 
図３．正門の内側に設置された香川夫妻の胸像 （設置場所は図１下の➀） 

https://shingaku.mynavi.jp/gakkou/526/gk/
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図４．上：香川夫妻の胸像

の前に置かれた説明板、 
下：香川昇三先生像。 
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図５．香川昇三先生の胸像背面に彫られた銘文 
 
 図３に示した夫妻の胸像で、向かって右側の胸像を図４下に示す。台座の正面に

は「香川昇三先生」と彫られていた。台座の裏面には「女子栄養学園女子栄養短期

大学香友会」と彫られていた。本像の背面には、銘文が書かれており、その写真を

図５に示す。可成り読み難いが、何とか判読できたので、全文を以下に示す。 
香川昇三先生略歴 
医学博士香川昇三は明治二十八年香川県に生まれ第一高等学校東京帝国大学医学部を卒し

島薗内科にて脚気の研究を行い栄養学先駆者の一人である。昭和八年夫人綾と共に女子栄

養学園を創設しｘ学後進の育成に努め栄養改善に寄与した。昭和二十年終戦直前に学園疎

開地群馬県赤城山麓宮城村において過労のため脳出血により急逝した。享年五十一 昭和

五十二年七月十七日十三回忌に当り学園関係者及知友の賛助をえて。女子栄養学園 女子

栄養短期大学 香友会建てる 

なお、本像には製作者の記載はないが、日本近現代医学人名事典（５）のサイト

/l）の「赤塚秀雄」の項より、本像の製作者は夫人像と同じ赤塚秀雄（医師で彫刻

家、1894-1988）であることが判明した。 

 図３に示した夫妻の胸像で、向かって左側の胸像を次ページの図６左に示す。台

座の正面には「香川綾先生米寿像」と彫られていた。台座の裏面には「香川栄養学

園香友会一同建立 一九八六年二月二十八日」と彫られていた。本像の背面には、

銘文が書かれており、その写真を図６左に示す。 

https://www.igaku-shoin.co.jp/prd/00589/index02.html
https://www.igaku-shoin.co.jp/prd/00589/index02.html
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 本像の背面には、次のように彫られていた。 
香川綾先生米寿賀像 香友会建立 

医学博士 赤塚秀雄作 一九八五 六月 九十一才 

本文より、赤塚秀雄（医師で彫刻家、1894-1988）は 1985 年６月に 91 才で本像を製

作したことになる。赤塚秀雄のもう少し詳しい経歴を、本稿の（４）節で紹介する。 
 ウィキペディアと本稿で紹介した碑文により、香川夫妻の胸像の説明は次のよう

になる。 
➀香川昇三先生像 

設置場所：東京都豊島区駒込 3-24-3、女子栄養大学大学駒込キャンパス正門内側 

設置時期：1957 年 7 月 17 日（香川昇三先生十三回忌） 

銅像製作者：赤塚秀雄（医師で彫刻家、1894-1988） 
建立者：女子栄養学園女子栄養短期大学香友会 
設置経緯：香川昇三（1895-1945）は香川県那珂郡榎井村(現・琴平町)生まれ。東京

帝大医学部卒業後、母校の島薗内科でビタミンの研究にあたる。1933 年妻の綾と自

図６．左：香川綾先生米寿像、 

右：本像の背面に彫られた銘文。 
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宅に家庭食養研究会(現・女子栄養大学)を設立。「月刊栄養」の創刊、胚芽米の奨

励など栄養学の普及に努めた。 

②香川綾先生米寿像 

設置場所：東京都豊島区駒込 3-24-3、女子栄養大学大学駒込キャンパス正門内側 

設置時期：1986 年 2 月 28 日（香川綾先生米寿記念） 

銅像製作者：赤塚秀雄（医師で彫刻家。島薗像も製作） 
建立者：香川栄養学園香友会 
設置経緯：香川綾（1899-1997）は和歌山県東牟婁郡本宮村（現：田辺市）に警察

官・横巻一茂とのぶ枝の娘として生まれる。14 歳の時に母を肺炎で亡くし、この経

験から医師を志すようになる。1914 年和歌山県師範学校女子部（現：和歌山大学）

に入学。卒業後は師範学校附属小学校の教師を務めていたが、1921 年に上京して東

京女子医学専門学校（現：東京女子医科大学）へ入学。1926 年東京帝国大学医学部

の島薗内科に勤務。 1930 年、島薗内科でビタミンの研究を行なっていた香川昇三

と結婚。1933 年、香川栄養学園の前身の家庭食養研究会を夫とともに設立。1937 年

に女子栄養学園に改称。1945 年 7 月 17 日、戦争の疎開先で昇三と死別。1949 年

「本邦食品のビタミン B1 と脚気の研究」によって東京大学より医学博士の学位。同

年香川栄養学園設立。1950 年、女子栄養短大創立。1961 年、女子栄養大学を創設し、

学長に就任。1991 年、文化功労者の顕彰。日本の現代栄養学の礎を築いた「栄養学

の母」ともいえる女性。 

 なお、香川綾の詳しい経歴や香川昇三の急死の事情は、「香川 綾物語」（６）の

サイト/）に記載されておりますので、ご参照下さい。現在（令和元年度）の香川栄

養学園の理事長は香川芳子で、学長は香川明夫である。７）のサイト/lによれば、

香川芳子は 1931 年生まれで、香川昇三・綾夫婦の長女である。８）のサイト/lによ

れば、香川明夫は 1960 年生まれであるので、芳子女史の息子の可能性が高い。９）

のサイト/によれば、香川夫妻の長男の香川靖雄は 1932 年生まれで、1951 年小石川

高校卒、1957 年東大医学部卒で、自治医科大学教授（1972-98）。 

 

（４）島薗教授と赤塚秀雄 
 香川夫妻の師である島薗教授の経歴を少し調べてみた。ウィキペディアによれば、

彼の略歴は次の通りである。 
島薗 順次郎（しまぞの じゅんじろう、1877- 1937）は和歌山市出身。和歌山中学校在学

中に才覚を見込まれ、島薗家の養子となる。卒業後、第一高等学校を経て、1899 年に東京

帝国大学医科大学に進学。大学在学中は、三浦謹之助教授、高橋順太郎教授の指導を受け

た。1904 年に卒業し（日露戦争に従軍）、その後ドイツに留学。1924 年には三浦の退官

により東京帝国大学医学部医学科第一内科学講座教授に抜擢される。1926 年、ビタミン

B1 欠乏症においての実験的研究により帝国学士院賞を受賞。1934 年には鈴木梅太郎が発

見していたビタミン B1 を用いた研究の結果、脚気はビタミン B1 の欠乏によるものと結論

付けた学説を発表した。 

 脚気は結核と共に、戦前は日本の国民病の双璧で、毎年何万人が亡くなっていた。

島薗は日露戦争に軍医として従軍した時、多数の脚気患者を診察したので、脚気の

研究を始めたのであろう。当時の陸軍軍医の高官であった森鴎外は「脚気の原因は

病原体である」との説に固執し、「脚気の原因は栄養障害である」との説と鋭く対

http://www.eiyo.ac.jp/yume/aya/e_book/
http://www.eiyo.ac.jp/yume/aya/e_book/
http://www.rice-studies.org/sympo08_j/contents06_kagawa.html
http://souken.shingakunet.com/career_g/2016/09/post-dff8.html
https://researchmap.jp/read0023046/
https://researchmap.jp/read0023046/
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立した。結局、島薗らのビタミン B1 欠乏説が正しいこととなった。島薗は帝国学士

院賞を受賞したが、定年退職直後に死亡したので文化勲章受章には至らなかった。 

 私（林）が島薗教授の銅像を調査していると、「博士の肖像」と題する資料

（10）のサイト/l）を発見した。本資料で、島薗教授の銅像も掲載されていたので、

その写真を借用して図７に示す。本像は、東大医学部図書館に入れば、見ることが

出来るであろう。本像の作者は赤塚秀雄で香川夫妻像の作者と同じである。 

 

 

 

 10）のサイト/lには、赤塚秀雄の他にも経歴不祥の銅像作家が多数記載されてい

る。私は彼等の経歴を出来る限り調べてみたので、その結果を以下に記載する。 

赤塚秀雄（日本近現代医学人名辞典、泉孝英編 p.7：５）のサイト/l） 

赤塚秀雄（1894-1988）は大正 11 年東京帝大卒。生化学、内科を経て、昭和３年 10 月東

京・神田小川町にて開業（赤塚医院）。斎藤素巌（彫刻家、芸術院会員）に師事。昭和 13

年二科会員。戦後、東郷青児と協力し二科会再建に尽力。多数の胸像を製作。医学関係で

は、島薗 順次郎教授、塩田広重教授（東大外科）、慶松勝左衛門教授（東大薬学）、吉岡

弥生夫妻（東女医大）、香川綾夫妻などがある。赤塚徹（小児科・画家、1923-2007）の

父。 

石川方堂（11）のサイト/l） 
元文帝展無鑑査、日展出品依嘱者石川確治は、1956 年 2 月 14 日脳溢血のため、東京都荒

川区の自宅で逝去した。享年 74 歳。号方堂。明治期の彫刻家石川光明の女婿。明治 14 年

8 月 8 日山形県東村山郡に生れた。明治 38 年東京美術学校彫刻科本科を卒業、41 年第 2

回文展に「花の雫」が初入選となり、以後毎回出品、第 4 回展「化粧」、第 7 回展「木

蓮」、第 9 回展「はなちる音」で 3 回褒状をうけている。帝展では、第 2 回展以後は無鑑

査となり、大正 11 年第 4 回展から審査委員をつとめた。昭和 10 年、松田改組に際し、小

倉右一郎、日名子実 3 等、旧帝展第三部無鑑査級の有志とともに、反帝展を標榜して第三

部会を結成、同年第 1 回展をひらいた。第三部会は昭和 15 年に国風彫塑会と改称したが

第二次大戦中解散し、戦後は日展に所属した。作品は木彫であるが、明治末年の「トーマ

ス・ライト像」昭和 14 年作「呉秀三博士像」など、塑像も僅にみられる。なお、代表作

品として作者は木彫に「女性」(大正 10 年)、採薬(同 13 年)、童舞(同 14 年)、安宿媛像

(昭和 5 年)、瑞桃(同 9 年)、塑像に呉秀三博士像(昭和 14 年)などを自選している。著書

に「支那上代彫刻」(編集)、歌集「山沢集」がある。 

高村泰正（12）のサイト） 
明治 41 年愛知県生まれ。彫刻家を志して高村光雲らに師事。仏像や肖像、裸像など幅広

い制作活動を展開。各種展覧会で入選を果たし、作品が皇室に買い上げられるなど、精力

図７．島薗 順次郎の胸像 本図は、10）のサイト/lより借用。 
本サイトの説明：島薗順次郎（一八七七〜一九三七）は第一内科学

教室教授。和歌山県出身、一九〇四年に医科大学を卒業したあと、

陸軍二等軍底（底は医の誤り？）として日露戦争に従軍した。一九

一一年にドイツに留学し、内科学を学び、一三年に帰国、岡山医学

専門学校教授を経て、一六年より京都帝国大学教授を務めていた。

二四年に、退官した三浦謹之助のあとを継いで、第一内科学教室教

授となった。三三年から三七年まで病院長も務めた。現在、医学図

書館には島薗順次郎記念財団文庫が設けられ、肖像はその脇に置か

れている。本像作者の赤塚秀雄は経歴不詳。 

http://umdb.um.u-tokyo.ac.jp/DPastExh/Publish_db/1998Portrait/03/03200.html
http://umdb.um.u-tokyo.ac.jp/DPastExh/Publish_db/1998Portrait/03/03200.html
https://www.igaku-shoin.co.jp/prd/00589/index02.html
https://www.tobunken.go.jp/materials/bukko/8815.html
http://umdb.um.u-tokyo.ac.jp/DPastExh/Publish_db/1998Portrait/03/03200.html
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的に活躍した。故郷の英雄・徳川家康公没後 350 年祭を記念して昭和 40 年に製作された

家康像（愛知・岡崎公園）は氏の代表作としてよく知られている。 

 田中親光の関連記事 

13）のサイト/1：銅造榎本武揚像 1913 年 5 月 墨田区堤通 2－6－10 区立梅若公園内。

原型作者は田中親光と藤田文蔵、鋳造者は平塚駒次郎。 

14）のサイト/m：藤野政高立像 松山市南堀端町 海南新聞社前 1917 年 田中親光 

 

（５）旧古河庭園 

 女子栄養大学の近くには図１上が示すように、バラで有名な旧古河庭園がある。

当日、私は本園にも立ち寄った。その写真を図８に示す。晴天で秋バラの季節であ

ったので、多数の爺さん婆さんが来園していた。私もそれらの爺さんの一人であっ

た。 

 

図８．旧古河庭園 

 

 

参考資料 

１）のサイト：https://douzou.guidebook.jp/index.html 

２）のサイト：

http://as.chizumaru.com/famima/detailMap?account=famima&bid=20487 

http://jmapps.ne.jp/sumida_bunkazai/det.html?data_id=101461
http://www4.famille.ne.jp/%7Eokazaki/zenkokuchousa1.htm
https://douzou.guidebook.jp/index.html
http://as.chizumaru.com/famima/detailMap?account=famima&bid=20487
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３）のサイト：http://www.eiyo.ac.jp/eiyo_campus/komagome.html#5 

４）のサイト：https://shingaku.mynavi.jp/gakkou/526/gk/ 

５）のサイト：https://www.igaku-shoin.co.jp/prd/00589/index02.html 

６）のサイト：http://www.eiyo.ac.jp/yume/aya/e_book/ 

７）のサイト：http://www.rice-studies.org/sympo08_j/contents06_kagawa.html 

８）のサイト：http://souken.shingakunet.com/career_g/2016/09/post-dff8.html 

９）のサイト：https://researchmap.jp/read0023046/ 

10）のサイト：博士の肖像 - 総合研究博物館データベース - 東京大学 

http://umdb.um.u-tokyo.ac.jp/DPastExh/Publish_db/1998Portrait/03/03200.html 

11）のサイト：https://www.tobunken.go.jp/materials/bukko/8815.html 

12）のサイト： 

https://www.amazon.co.jp/ナガエ-【仏像】-高村泰正作-阿修羅像/dp/B002IVYYTC 

13）のサイト：http://jmapps.ne.jp/sumida_bunkazai/det.html?data_id=101461 

14）のサイト：http://www4.famille.ne.jp/~okazaki/zenkokuchousa1.htm 

 

https://shingaku.mynavi.jp/gakkou/526/gk/
https://www.igaku-shoin.co.jp/prd/00589/index02.html
http://www.eiyo.ac.jp/yume/aya/e_book/
http://www.rice-studies.org/sympo08_j/contents06_kagawa.html
http://souken.shingakunet.com/career_g/2016/09/post-dff8.html
https://researchmap.jp/read0023046/
http://search.yahoo.co.jp/r/FOR=H.gr_7VV3ijnlBiqHB7Kblw09XPNFKh9JMzEypStCISjDYdmt.R6NCwvHRm5rNC7eD.hchtF01HyzphYtitLrOzxfw8rKhwVVTnmLGuGWwYx2JBSsDrcyQQ1T8vJrJugNVYfoSgtZcsHIZOXbibUGoa9hOBD_hkuwqZ6ecahy3U3F3dtvHfdzZphFW1kMbT5BScQ4CjN.jZYwmko_06J9FUkRkne0gxWFpj0xtjPe5af3gGVylGnL5rJisdrxOW4cjhc0FbY6VfHBFc-/_ylt=A2RC2VniLNddwx4AVOODTwx.%3B_ylu=X3oDMTEyZTBqc29kBHBvcwM1BHNlYwNzcgRzbGsDdGl0bGUEdnRpZANqcDAwMDE-/SIG=12vtgnc37/EXP=1574483618/**http%3A/umdb.um.u-tokyo.ac.jp/DPastExh/Publish_db/1998Portrait/03/03200.html
http://umdb.um.u-tokyo.ac.jp/DPastExh/Publish_db/1998Portrait/03/03200.html
https://www.tobunken.go.jp/materials/bukko/8815.html
http://jmapps.ne.jp/sumida_bunkazai/det.html?data_id=101461
http://www4.famille.ne.jp/%7Eokazaki/zenkokuchousa1.htm

