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第 109 回 町田市玉川学園の銅像探索 

               筆者：林 久治（記載：2019 年 11 月 17 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、私はネット記事を丹念に調査し、そ

のような「スクープ銅像」の候補を多数見つけている。 

私は 11 月２日と３日に東京で銅像探索を行い、そのうち北区のゲーテ像と矢部像

の探索記を106 回の記事/fに書いた。残りの佐佐木像（文京区小石川）と岡像（練

馬区武蔵大学）の探索記を107 回の記事/fに書いた。大学の銅像を探索する場合は、

大学祭に訪問するのが便利である。普段は「部外者入場お断り」の大学でも、大学

祭には自由に立ち入ることが出来るからである。武蔵大学の場合も、昨年の大学祭

で銅像探索を行ったが、探索記を書く段階で、岡像の存在を知った。そこで、１年

間待って今年の大学祭で武蔵大学を再訪して、岡像を撮影した次第である。 

９-11 月は大学祭のシーズンであるので、私は 11 月の９-10 日に開催される大学

を調べて見た。その結果、玉川大学の大学祭は 11 月９-10 日に開催され、本学には

８体もの銅像が設置されていることが分かった。また、ランダムに銅像検索を行っ

ていると、新宿ワシントンホテルの敷地内にある新宿韋駄天尊境内に野村専太郎・

ます夫妻像があることを偶然発見した。これらの銅像は、日本の銅像探偵団/lのサ

イトには収録されていないので、11 月 10 日にこれらの銅像を探索した。 
前回の記事/fでは、新宿の野村夫妻像を紹介した。今回は、玉川学園の銅像を紹

介する予定である。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）町田市の玉川学園 

 私（林）は都の西北である西武池袋線の大泉学園に住んでいる。従って、都の南

西にある小田急沿線に行ったことは殆どない。子供達が小さい時には、時々家族旅

行で箱根や江の島に行っていた。その際には、新宿からロマンスカーで直接行くの

で、小田急沿線で下車したことはなかった。それ故、私には小田急沿線の土地勘が

全くないのである。小田急線の路線図の一部を次ページの図１上に示す。新宿から

玉川学園前駅に行くには、新百合ヶ丘駅まで快速急行か急行で行って、そこから普

通電車に乗り換えればよいようである。 

http://www.japanprobe.com/2007/12/13/fearless-mouse/
https://douzou.guidebook.jp/index.html
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-106.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-107.pdf
https://douzou.guidebook.jp/index.html
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-108.pdf


 2 

 

 
図１．上：小田急線の路線図の一部（新宿-相模大野）、本図は、２）のサイト/g

より借用。下：玉川学園の構内図と彫像（赤数字）・石碑（青数字）の配置。本図

は、３）のサイト/より借用。 
 
 図１下は、玉川学園の構内と学園内にある彫像（赤数字）・石碑（青数字）の配

置を示した地図である。本園は、幼稚園、小学、中学、高校、大学、大学院を完備

した総合学園で、特に、幼稚園と小学校はセレブな学校として評判が高い。玉川学

園前駅を下車すると、本学園の正門（❶）は近い。（本文は、４ページに続く。） 

https://www.odakyu.jp/rail/img/railmap.jpg
https://www.tamagawa.jp/social/useful/monument_map/
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図２．上：玉川学園の正門付近、下：正門の玉川池に設置された石組み。 
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 玉川学園の正門付近の写真を図２上に示す。正門奥の大学教育棟は瀟洒な建物で

あり、それから先の広大な丘陵地には本園の多くの建物が配置されていた（図１下

を参照）。私が本園を訪問した 11 月 10 日は玉川大学の大学祭（コスモス祭）であ

った。当日は素晴らしい秋晴れで、本園の学生生徒を始めとして、子供連れの家族、

アベック、大学見学の高校生など数千人の来客で賑わっていた。私はこんな賑わっ

た大学祭に来たのは久しぶりで、本園の人気が偲ばれた。 
正門の玉川池の石組みには次のような文章が刻まれている。 

「人生の最も苦しい いやな 辛い 損な場面を真っ先きに微笑みを以って担当せよ」 

本文は「玉川モットー」と呼ばれ、本石碑は 1961 年に製作された。４）のサイト/l

によれば、この「玉川モットー」は、本園創立者の小原國芳が 1929 年 6 月に創刊し

た『学園日記』に書いた「少年たちに告ぐ 新しい学園の生れましたわけ」の中に

ある次のような言葉が原点となっている。 
「とってもつらい苦しい悩ましい困難が君達を試練することであろう！・（略）・喜んで、

困難を友としてよ、微笑みを以って辛苦を迎えてよ。・（略）・喜んで損をする人間にな

ってよ。最も苦労の多い場面を真先に選んでよ。」 

この玉川モットーは、困難に立ち向かい、それを担う気概のある人材が生まれる

ことを願い、学生、生徒、児童、園児、そして教職員を対象に、全学共通の実践目

標として掲げられている。 
 
（３）玉川学園の銅像探索 
 図１下図の説明文（３）のサイト/）とウィキペディア等の資料を用いて、玉川学

園の銅像を以下に紹介する。なお、本園には 10 体の銅像と石像がある。その内２体

（❾と❿）は石像であるので、これらは紹介しない。 

 
図３．波多野精一先生像が設置されている場所 

https://www.tamagawa.jp/social/useful/monument_map/monument_map_10.html
https://www.tamagawa.jp/social/useful/monument_map/
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❶波多野精一先生像 
 波多野像が設置されている場所を図３に示す。左の建物が大学１号館で右が大学

２号館で、玉川大学の中心地である。波多野先生の立像を図４に示す。本園を創立

した小原先生が京大に在学中、波多野先生が恩師であった。波多野先生は、西田先

生と共に「京都学派」と双璧で、キリスト教を信仰し、自身の宗教体験を掘り下げ

て思索した波多野先生の思想は、極めて独自性の高いものであった。先生は「日本

の宗教学の開拓者」と呼ばれている。なお、先生の代表作の一つである「時と永

遠」は原始キリスト教研究の名著である（５）のサイト/l）。 
 以上の資料より、波多野精一先生像の概要は次の通りである。 
➀波多野精一先生像 
設置場所：東京都町田市玉川学園 6-1-1 玉川学園、大学 1号館と大学 2号館の間に

ある植え込みの中 

設置時期：1973 年 6 月にブロンズに鋳造された。 

銅像製作：1961 年、本学初の鉄筋校舎である大学 2号館の完成に伴い、同年 12 月

に大学の美術部の学生たちが原像を制作。 
設置経緯：波多野精一（1877-1950）は信濃国松本生れの宗教哲学者。西田幾多郎と

並ぶ京都学派の立役者。東京帝国大學卒業、京都帝国大學教授、玉川大學長（1949-

1950）。本学の創設者・小原の京大での恩師。 

❷小原先生像 
 小原先生の銅像は、礼拝堂の裏にある人気のない小山（聖山）に設置されていた。

胸像の台座には、単に「小原先生」とのみ彫られていた。この文字は、玉川学園の

校歌を作詞した田尾一一氏の筆によるものである。 

図４．波多野先生の立像 
台石には小原國芳の書で、次のように

刻まれている。 
波多野精一先生 PROF.DR.SEIICHI 
HATANO 1877-1959 
明治十年-昭和二十五年 
信濃国松本に生る 
東京帝国大學卒業 
 京都帝国大學教授 
 玉川大學長 
 玉川の丘にて永眠 
主要著書 
 西洋哲学史要 スピノザ研究 
 宗教哲学 宗教哲学序説 
 時と永遠 

https://www.aozora.gr.jp/cards/001011/files/42752_24929.html
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 以上の資料より、小原先生像の概要は次の通りである。 

②小原國芳像 
設置場所：玉川学園聖山 

設置時期：1957 年 2 月 28 日 

銅像製作者：本学の山田貞実教授（美術）と大学美術部学生たち 

図５．小原先生像 
６）のサイト/lによれば、本像の銘文

を書いた田尾氏の略歴は次の通りであ

る。 

玉川学園校歌を作詞した田尾一一（たお 

かずいち）は 1896（明治 29）年 11 月 18

日生まれで、玉川学園創立者小原國芳の

香川県師範学校時代の教え子の一人。田

尾は香川県師範学校卒業後、広島高等師

範学校に進学。卒業後は小樽中学校や成

城中学校で教える。さらに東北帝国大学

に入学して、ドイツ文学、哲学、美学等

を専攻する。卒業後は旧制成城高等学校

教授として赴任。なお、玉川学園校歌は

金田一春彦氏が日本一と評したそうであ

る。 

 

https://www.tamagawa.jp/introduction/enkaku/history/detail_14480.html
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設置経緯：小原 國芳（1887-1977）は鹿児島県川辺郡坊津町久志（現・南さつま

市）生れの教育学者。鹿児島県師範学校、広島高等師範学校英文科、京都帝国大学

文学部哲学科（1918）卒業。1926 年、 成城高等学校（7年制）校長。1929 年に自

ら玉川学園を創設。鹿児島県師範学校に在学中に、洗礼を受けている。 

 なお、聖山の近くに小原先生の旧宅を改造した「小原記念館」がある。本稿では、

紙面の都合により、残念ながら本館の紹介を記載することが出来ない。詳細は、

７）のサイト/をご覧下さい。同様に、紙面が限られており、玉川学園の他の銅像は、

以下に簡略に紹介する。 

 

 

図６． 
上：❸ベートーヴェン像 
本像の概要は以下の通りです。 
設置場所：玉川学園、University 

Concert Hall 2016 の正面広場 

設置時期：1973 年 7 月 5 日除幕式 

銅像製作者：ウィーン・ハイリゲンシュ

タット公園にあった像を日本で複製 
設置経緯：ベートーヴェン（1770-

1827）はドイツ・ボン生まれの作曲家。

1967 年に東京で開催された「ベートーヴ

ェン生誕 200 年祭記念展示会」に、創立

者小原國芳が訪れ、そこに展示されてい

た本像を譲り受けた。 

下：❹聖観世音菩薩像 

本像の概要は以下の通りです。 
設置場所：玉川学園、小原記念館と太鼓

やぐらとの間にある観音庭園 

設置時期：1973 年 

銅像製作者：赤堀信平(1899-1992) 
設置経緯：創立者小原國芳夫妻が、1964

年 5 月に京都の高山寺を訪ねた際に「聖

観世音菩薩像」を見て、“玉川の丘にも

このような像を建てたら”という提案を

した。小原國芳は「人間と仏様の間に立

って、いろいろ悩みもとりもって下さる

のが、観音様のお役目なんだそうです。

とても美人の観音様です」と完成を喜ん

だ。本像は、特定の宗教への信仰のため

ではなく、教育の根本に宗教心を育成す

ることを象徴している。 

https://www.tamagawa.jp/introduction/obara_memorial_hall/about/
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アンデルセン像（➎）とシュナイダー像（❻）は、大学祭の当日には立入禁止の

場所に設置されていた。それ故、私はそれらを撮影することが出来なかった。そこ

で、３）のサイト/より写真を拝借して図６に示す。よく知られているように、アン

デルセン（1805-1875）はデンマークの童話作家である。シュナイダー（1890-

1955）はオーストリアのスキーヤーで、「アルペンスキーの父」と呼ばれていた。 

  
図６．左：アンデルセン像（➎に設置）、右：シュナイダー像（❻に設置）。 
 
❼フレーベル像 
本学園の幼稚園の入口にフレーベル像が設置されていた。その写真を図７に示す。

彼は、幼稚園の基礎を築いてドイツ全土に広めたドイツの教育学者である。 

 
図７．フレーベル像 

https://www.tamagawa.jp/social/useful/monument_map/
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本像の概要は以下の通りです。 
⑦フレーベル像  
設置場所：玉川学園、幼稚部の入口 

設置時期：1975 年 

銅像製作者：松田芳雄（1935 年秋田県生まれ。1957 年に本学文学部教育学科を卒

業） 

設置経緯：フレードリッヒ・フレーベル（1782-1852）は、ペスタロッチに直接師事

した経験を持ち、幼稚園の基礎を築いてドイツ全土に広めたドイツの教育学者であ

る。幼稚園（Kindergarten）という言葉は、彼が造った言葉である。また現在の幼稚

園で行われている遊戯や歌や絵を描くことは彼のコンセプトから生れたものである。

園庭や花壇といったものも同様である。 
❽ニルス・ブック像 
 玉川学園の広大な敷地の最深部に記念体育館と記念グラウンドがある。それらの

傍の木立の中に本像が設置されていた。その写真を図８に示す。 

 
図８．ニルス・ブック像 
 
 本像の概要は以下の通りです。 
⑧ニルス・ブック像 
設置場所：玉川学園、記念体育館前 

設置時期：2011 年、オレロップ国民高等体操学校「東洋分校」80 周年を記念して建

立 

銅像製作者：松田芳雄 
設置経緯：ニルス・ブック（1880-1950）はデンマークの体操家。デンマークオレロ

ップ国民高等体操学校（現オレロップ体操アカデミー）創始者であり、「デンマー
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ク体操（基本体操）」を考案した人物である。小原國芳は、欧米教育視察の途中、

デンマークにおいてニルス・ブックの体操学校を訪ねた。筋肉や関節の柔軟によっ

て身体の基礎的改善、発育の促進を目的とするデンマーク体操の真髄に触れた小原

は、1931 年にニルス・ブックをはじめとする体操チームを日本に招聘し、日本全国

にデンマーク体操を紹介した。そして、本学は、オレロップ国民高等体操学校の

「東洋分校」として認定され、それ以降、デンマーク体操の講習会を頻繁に開催す

るとともに、体操教員をデンマークに派遣したり、体操の研究と普及に尽力してき

た。現在も本学の体育祭で発表される体操は、デンマーク体操を基本としている。 
 最近は、デンマーク体操を見る機会が全くない。しかし、私が少年時代の 60 年前

には、デンマーク体操は有名でよく行われていた。玉川大学の学生によるデンマー

ク体操の演技は８）のサイト/Eで視聴できます。最近は、エアロビクス、ジャズダ

ンス、新体操などが盛んで、悠長なデンマーク体操は忘れられたようだ。 
しかし、全人教育とジェネラルアーツを目指す小原先生が、昭和初期にデンマー

ク体操を導入されたことは特筆すべきである。日本では、デンマーク体操を手本に

してラジオ体操が普及し、最近のエアロビクスなどの隆盛に繋がったのであろう。

今回の大学祭でもデンマーク体操の実演があった。私は「このように、玉川学園が

デンマーク体操の伝統を守っている」ことを知って、大変感動した。 
  

（４）玉川学園にはなぜ銅像が多数設置されているのか 
 大学で銅像の多いのは、東大、早大、京大、阪大、芸大などが挙げられる。いず

れも一流大学で伝統校ある。特に、芸大は日本の彫刻学の大本山であるので、学内

に銅像が多いことは納得できる。一方、新興の玉川学園で銅像が８体もあることは

驚きである。その理由は、次の３点であると思われる。➀創立者の小原先生は多く

の外国人を積極的に招聘し、先生の目標である全人教育を推進した。その記念とし

て、多くの銅像を建立した。②玉川大学に美術科があり、学生の教育を兼ねて、自

前で銅像を鋳造することが出来た。③学園の敷地は広大で、銅像を設置する場所に

困らなかった。 
 私は本稿で紹介した銅像の制作者の経歴を少し調べてみた。その結果を、以下に

示す。 
➀小原像を造った本学の山田貞実教授 
 山田教授の経歴はネットで殆ど記載されていない。９）のサイト/lによれば、山

田貞実（1915-2000）は玉雲と号し、多くの芸術書を出版している。10）のサイト/l

には、山田教授と美術部の学生たちにより現在の小原像が再建された様子が詳しく

（制作過程も含めて）紹介されている。11）のサイト/lによれば、1961 年から 1968

年までの 8年間、美術教育の研究をさらに深め、今後のあり方を探究することを目

的に、小学部、中学部、高等部の美術教育の現場において、玉川学園造形教育研究

会が開催された。山田教授は本研究会で中心的役割を果たしていたようだ。本研究

会の趣旨について、山田教授が次のように書いている。 
全人教育の旗印のもとに日夜研鑽を重ねています私たちは美術教育のホンモノを究明し、

今後の正しいあり方を研究し、一層深めて行きたいと念願しています。美術教育は単なる

観念的な理解だけでは実際指導上の力となり難いのですから、特に基礎教育である小・中

学校の美術教育をとりあげて、実技を通して実際に皆様と御一緒に研究したいと思います。 

https://www.youtube.com/watch?v=CoDBYNDSLjE
http://webcatplus.nii.ac.jp/webcatplus/details/creator/91921.html
http://10%EF%BC%89%E3%81%AE%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%88www.tamagawa.jp/social/useful/tamagawa_trivia/tamagawa_trivia-88.html
https://www.tamagawa.jp/introduction/enkaku/history/detail_16388.html
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私（林）の意見：私は山田教授の意見に賛成である。そもそも、小学、中学、高校にお

ける教育は、健全な日本人を育成するための全人教育を主眼とすべきである。その為には、

古典文学、現代文学、哲学宗教、歴史地理、自然の成り立ち、作文習字、算術ソロバン、

芸術、体育などをじっくりと学習することが重要である。本日（11 月 17 日）の朝日新聞

に、元英語教授が投稿しているように、大学の入学試験に英語は不要である。英語が必要

な人達は、彼等が独自に英語を学べばよいだけで、全日本人に英語を強制することは百害

あって一利なしである。 

②フレーベル像とニルス・ブック像を造った松田芳雄 
 12）のサイト/4には、松田芳雄（1935-）は秋田県出身の彫刻家と記載されている。

13）のサイト/lには、松田氏と小原先生関する次のようなエピソ－ドが記載されて

いる。 

松田芳雄は、秋田県大館市越山羽立に生まれた。母方の祖母や曾祖母に愛され、腕白の

限りを尽くし育ったと言う。三味線を作っていた、祖父に言われ猫を捕まえてきたり、大

きな石を抱えて淵に沈み我慢大会したり等々「良くまあ生きてた…」と感心するくらい、

山や川・自然を相手に遊び回ったと言う。生家は、炭焼きで生計をたてていたが貧しく高

校を出たら、山仕事が好きだし営林署で働くか！と思っていたところ、長兄の進めもあり

大学に進学する事になったと言う。 

大学は、玉川大学。大館鳳鳴高校で小原國芳先生の講演を聴き、小原先生の元で学びた

いと決意を決めたと言う。秋田の田舎から、東京の大学へ。オシャレな女子大生の前でド

キドキし、秋田訛りを東京弁に翻訳しているうちに、会話が進んでしまい無口な松田君と

評判になった。玉川大学では、小原國芳先生の寵愛を受け卒業後も助手として残ったが、

28 歳で退職した。 

退職する時に小原國芳先生にこれからの事を聞かれこう答えた。「油絵なら梅原龍三郎

先生、彫刻なら朝倉文夫先生に弟子入りしたい」これを聞いた小原國芳先生は、後日、松

田を車に乗せて朝倉文夫先生のお宅に連れて行った。小原國芳先生と朝倉文夫氏とのつな

がりが、彫刻家松田芳雄を生んだのだ。後日、明らかになった事だが、小原國芳先生は朝

倉文夫氏の二人のお嬢さんの家庭教師だった。文部省の教育に不満を持っていた朝倉氏は、

子どもたちを学校に行かせなかった。それでは困ると、文部省の官僚が小原先生を家庭教

師にする事で解決したのだった。 

 11）のサイト/lによれば、1961 年 6 月 24 日から 3日間の日程で開催された第１

回の玉川学園造形教育研究会で、玉川大学助手の松田芳雄が陶芸の実際（成形の技

法）についての実技指導を行っている。 

③聖観世音菩薩像を造った赤堀信平(1899-1992) 

 小原先生は、京都の高山寺を訪ねた際に「聖観世音菩薩像」を見て感動したそう

である。実行力のある先生は、早速この菩薩像を造った赤堀信平氏に本像の制作を

依頼したようだ。14）のサイト/lによれば、赤堀信平氏の略歴は次の通りである。 

 彫刻家で日展参与の赤堀信平は、1992 年 12 月 21 日急性心不全のため福岡県春日市の福

岡徳洲会病院で死去した。享年 93。号に苔石。明治 32(1899)年 3 月 15 日現在の福島県い

わき市に生まれる。太平洋美術学校から東京美術学校彫塑別科へ進み、朝倉文夫に師事、

大正 14 年まで同校に学ぶ。在学中の同 10 年、第 3 回帝展に「御灯」で初入選し、以後同

展に出品を続け、同 14 年の第 6 回帝展の「地に立ちて」から、翌年の第 7 回展「大地を

行く」、さらに昭和 2 年の第 8 回展「空」で三年連続特選を受けた。同 14 年には初めて

新文展の審査員をつとめる。この間、聖徳太子奉讃美術展などへも出品した他、東京・上

野公園内の五条天神社の狛犬などを制作する。また、同 10 年、東邦彫塑院会員となる。

戦後は日展に所属し、会員、評議員をつとめたのち参与となり、しばしば審査員をつとめ

http://artisjapan.net/?action=1&num=40284
http://sirokuroda.blog.fc2.com/blog-entry-44.html
https://www.tamagawa.jp/introduction/enkaku/history/detail_16388.html
https://www.tobunken.go.jp/materials/bukko/10346.html
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た。同 27 年、日展出品の彫刻家による日本彫塑会に会員として参加、同 29 年には日本美

術家連盟会員となる。木彫、塑像とも制作し、肖像彫刻にすぐれ、衆議院内の「尾崎咢堂

胸像」(昭和 30 年)をはじめ、「広池千九郎像」(同 38 年)などがある。制作は他に「聖観

音菩薩像」(京都・高山寺)など。 

 
蛇足：ウィキペディア（玉川大学）には次のような記載がある。 

経営主体は学校法人玉川学園であり、幼稚園から大学院までを擁する総合学園の高等教

育部門と位置づけられている。 創立者は小原國芳であり、彼の唱えた全人教育を教育信

条に掲げている。特に國芳が存命中だった時に学んだ卒業生は、彼の人格を尊敬する人が

多い。  

学長職は、第 3 代以降、創立者一族による世襲である。初代学長は元東京文理科大学

（現・筑波大学）教授の田中寛一、第 2 代は京都帝国大学文学部哲学科宗教学講座での小

原の恩師波多野精一。第 3 代が小原國芳（晩年は総長）自身であり、初代から第 3 代まで

小原の母校である京都帝国大学文学部哲学科の卒業生あるいは元教授が学長の任に当たっ

たことになる。第 4 代は國芳の子・小原哲郎（晩年は名誉総長）、第 5 代（現在）は哲郎

の子・小原芳明である。本学の年配の教職員には、存命中の國芳の教育理念に共感する玉

川学園出身者が多く、小原家の世襲に対する反対運動はほとんどない。 
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