
 1 

第 115 回 関西大学の銅像 

               筆者：林 久治（記載：2020 年２月４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（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。 

私は昨年の 12 月 24 日に東大農学部で銅像探索を行い、111 回の記事/fでその探

索記を記載した。2020 年の新年を迎え、私は 1月２日に池上本門寺に初詣に行き、

そのついでに大田区の銅像探索を行った。112 回の記事/fと113 回の記事/fで、それ

らの探索記を記載した。私は１月 10 日に、東大で銅像探索に再度挑戦した。また１

月 16 日に、大田区の徳富蘇峰像を探索した。これらの探索記を前回の記事/fに記載

した。 

私は１月 20 日から 29 日まで、大阪の息子宅に滞在して、近畿地方の銅像を探索

した。息子宅は阪急千里線の終着駅である北千里駅の付近にあるが、北千里駅から

４駅先（大阪市内寄り）に関大前駅がある。関大（正式名称は関西大学であるが、

以後は関大と略称する）は近畿地方では高名な大学であるので、私は１月 21 日に運

動を兼ねて、関大に銅像探索に行った。本稿は、その探索記である。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）関大の紹介 

 関大はマンモス大学なので、大阪を中心として、各地に大きなキャンパスがある。

その中でも、千里山キャンパス（大阪府吹田市山手町三丁目 3番 35 号）には、本部

がある。関大千里山キャンパスの構内図を次ページの図１上に示す。阪急千里線の

関大前駅からは、関大の建物はあまりよく見えない。また、関大構内は部外者の立

ち入りが自由かどうか、不明であった。 

私は、本図を頼りに、ともかく関大に行ってみた。関大前駅を北口から出て、右

手に行くと、北方直ぐに関大の西門があり、その前に図１上と同じ構内図が掲示し

てあった。従って、駅から関大構内までの道順は大変分かり易かった。西門には、

有難いことには守衛さんが不在で、立入自由であった。門を入ると坂道になるが、

驚いたことには、坂道の先には長いエスカレーターが設置されていた。その写真を、

図１下に示す。 

http://www.japanprobe.com/2007/12/13/fearless-mouse/
https://douzou.guidebook.jp/
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-111.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-112.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-113.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-114.pdf
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 このエスカレーターの先は、ゴミゴミとした関大前駅前の商店街とは違って、全

く別世界で、公園のような大学構内が展開していた。その様子を、次ページの図２

に示す（補充資料/fの図１も参照）。私は「関西大学」という名前から、本学を吉本

新喜劇のような浅薄な印象を持っていた。しかし、「これは間違った偏見である」

ことが分かった。私は「関大は早慶に匹敵する立派な大学である」と再認識した。 

図１．上：関大千里山キャンパ

スの構内図。 

本図は、２）のサイト/lより借

用。 

下：関大西門から構内に通じる

エスカレーター。場所は、赤い

矢印の先。 

http://masaniwa.web.fc2.com/RW-115b.pdf
http://www.kansai-u.ac.jp/global/guide/mapsenri.html
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３）のサイト/によれば、関大千里山キャンパスには、本学の発展に貢献した４名

の先生方の銅像が設置されているそうである。本稿では、関大の発展史に従って、

これらの銅像を順次紹介する。  

 

 

図２．丘の上にある関大の第三学舎（図１上の❸：社会学部、エクステンション・

リードセンター）。 

 

（３）関大の前身である関西法律学校の設立 

 ウィキペディア（関西大学）によれば、関大の設立経緯は次の通りである。 

本学は江戸時代後期の 1825 年、四国高松出身の儒学者、藤沢東畡（1794-1864）によって

大坂市中に開かれた漢学塾「泊園書院」を源流とするそうである。本学の直接の前身は、

1886 年に関西初の法律学校として大阪府大阪市西区京町堀の願宗寺に開かれた「関西法律

学校」である。関西法律学校は、当時、司法省の顧問を務めていたボアソナードに学んだ

井上操、小倉久、鶴見守義、野村鉁吉、手塚太郎（漫画家手塚治虫の祖父）ら大阪在勤の

裁判官や検事、また彼らの上司である児島惟謙、旧判事で、実業家となり後に大阪商工会

議所の第 7 代会頭を務める土居通夫、元官吏の有田徳一、自由民権運動家である吉田一士

らにより設立された。 

 私は99 回の記事/fで、ボアソナードと法政大学に設置された彼の銅像を紹介した。

関大には、児島惟謙の胸像が設置されているので、本稿では彼の銅像を紹介する。

彼の胸像は、簡文館（図１上の❾）の前庭に設立されている。その写真を、次ペー

ジの図３に示す。（本文は、５ページに続く。） 

http://www.kansai-u.ac.jp/nenshi/campus_map/course/course02/
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-99.pdf
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図３． 
上：「児島惟謙先生」像と「関西

法律学校発祥の地」の顕彰碑。 

下：児島惟謙先生の胸像。 

本像の場所は、簡文館（図１上の

❾）の前庭である。 
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 図３上には、「関西法律学校発祥の地」の顕彰碑も写っている。私は一瞬「この

場所が関大の発祥地なのか？」との疑問を抱いた。よく見ると、本碑の右側に白い

説明板があり、そこには、次のように書かれていた。（補充資料/fの図２に、説明

板の写真を示す）。 

「関西法律学校発祥の地」の顕彰碑 

関西大学の前身である関西法律学校は、明治 19 年（1886）11 月 4 日に大阪西区京町堀

の願宗寺で創立されました。 

ここに建つ「発祥の地」碑は、大阪市が昭和 49 年（1974）３月に史跡顕彰碑として願

宗寺の跡地に建立したものです。しかし、長年風雨にさらされ、傷みが目立つようになっ

てきたため、大阪市と関西大学とで話し合いを重ねた結果、願宗寺があった場所から西へ

150 メートルほどの所にある花乃井公園の中に新たな顕彰碑を設置し直すことになりまし

た。 

新顕彰碑の除幕式は平成 28 年（2016）９月 15 日に挙行され、それにあわせて、もとの

顕彰碑は、関西大学創立の時代に思いを馳せるきっかけとなる千里山キャンパスへ移設さ

れました。 

要するに、新しい顕彰碑が大阪市内に設置されたので、古い顕彰碑が千里山に移

設されたのである。 

 児島惟謙の胸像を図３に示す。さすがに、大審院長だった人なので、立派な服を

着ている。本像の背面（補充資料/fの図３を参照）には「昭和四十年十一月 今村輝久

作」と刻まれている。また、台座の裏面には、児島先生の顕彰板（補充資料/fの図４

を参照）が貼られている。それには、次のように書かれている。 
児島惟謙先生は伊豫国旧宇和島藩士で天赦園と號し字を有終と称す。先生は大阪控訴院長

在任中明治十九年本学の創設にあたり中核となって力を救された一大恩人であるが、かの

未曾有の国難たる大津事件の裁判に對しては大審院長として身を以て法的正義を守り抜き、

司法権獨立の原則を確保して国難を打開し、国威を内外に宣揚して世に護法の神と敬慕さ

れた。正義をあらゆる外的壓力から守り抜こうとする「正義の感覚」ということこそは本

学の建学精神に直結して□に確立された教学方針の最も根本的な理念に他ならない。今年

本学創立八十周年を記念して交友谷口隆佳君の篤志に基づき、惟謙先生の遺徳を顕彰し慈

にその胸像が建立されるに至った。自□□関係者一同、朝に夕に親しく先生の温容に接し

得てその威徳を偲び、本学教学方針の根本理念を体得するならば、本学将来の極りなき發

展は永く約束されるであろう。 

昭和四十年十一月四日 法学博士 関西大学教授 中谷敬壽撰 岡野衛士書 

なお、上記碑文の句読点は、私（林）が付け加えた。また、私はこの碑文を読んで「最近

の森友問題や桜問題で、国家公務員が公文書の改竄や廃棄を平気で行っているが、彼等は

法学部出身なのに、法的正義を微塵も守らないのは嘆かわしい」と痛感する。 

４）のサイト/0によれば、中谷教授の略歴は次の通りである。 

中谷敬壽（なかたに よしとし、1900-1980）は、滋賀県瀬田に生れる。1925 年、京都帝国

大学法学部法律学科を卒業。1928 年、関西大学専任講師に着任、翌年教授。1962 年及び

1967 年、２期にわたって学長（第 23・25 代）。 

５）のサイト/によれば、岡野衛士の略歴は次の通りである。 

岡野 衛士(おかの もりと、1898-1976)は、山口市に生れる。1919 年、広島の修道中学校

を卒業し、同年９月、関西大学専門部法律学科に入学。1920 年３月、大阪株式取引所に入

所し、昼間は仕事に夜は勉学を続け、1922 年、同校を卒業。昭和３０1955 年、大阪証券

http://masaniwa.web.fc2.com/RW-115b.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-115b.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-115b.pdf
http://www.kansai-u.ac.jp/nenshi/people/detail.php?cd=75&TB_iframe=true&width=550&height=310
http://www.kansai-u.ac.jp/nenshi/people/
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取引所理事長に就任。その間､ 1952 年に大証にコンピュータを導入するなど戦後の大証復

興に尽力した。母校との関係は、1956 年、法人評議員に選ばれた時に始まる。1960 年に

監事となり、更に 1962 年には理事に就任。1968 年まで大学経営の一翼を担った。また、

1962 年校友会会長に選ばれ、1966 年まで２期５年間勤めた。 

（なお、校友の谷口隆佳氏の経歴は不明である。） 

３）のサイト/、ウィキペディア（児島惟謙）、上記の資料などにより、児島像の

概要は次の通りである。 

児島惟謙先生像 

設置場所：大阪府吹田市山手町 3－3－35、関西大学千里山キャンパス、簡文館（図

１上の❾）の前庭 

設置時期：1965 年 11 月４日。関西大学創立 80 周年を記念して、校友の谷口隆佳氏

から寄贈。 

銅像製作者：今村輝久（1918-2004） 
設置経緯：児島惟謙（1837-1908）は宇和島市出身。1865 年、長崎に学び、坂本竜

馬や五代友厚ら諸国の志士と交わる。1867 年に脱藩して上京し、勤王運動に従う。

1869 年に仕官して新潟・品川県を経て、1874 年に司法省に入り、大阪・福島上等裁

判所、長崎控訴裁判所長を経て、1883 年に大阪控訴裁判所長となる。1886 年の関西

大学創立では指導的立場にあった。1891 年の大津事件では、大審院長として司法権

の独立を護る。 
 ６）のサイト/lによれば、本像の製作者・今村輝久の略歴は次の通りである。 

今村輝久（1918-2004）は大阪で江戸宝永年間からつづいていた鋳物屋で生まれた。東京

美術学校彫刻科で彫刻を学び、軍隊生活を経て、終戦後、具象彫刻を制作していた。1956

年頃ブランクーシに魅せられ、半具象的形態から非形象的形態に移行している。また今村

は、早くから野外彫刻の必要性を唱え、大阪南港ポートタウン彫刻計画などに参加したり、

作品も各地に設置されている。 

 また、７）のサイト/には簡文館の説明が詳しく記載されている。本館は、千里山

キャンパスで唯一の登録有形文化財である。本館の写真や紹介は、補充資料/fの図

５とその説明文に示す。 

 

（４）関大の千里山移転 
ウィキペディア（阪急千里線）によれば、同線の略歴は次の通りである。（千里

山線の路線図を補充資料/fの図７に示す。） 
1921 年 4 月 1 日：北大阪電気鉄道が十三駅 - 豊津駅間を開業。 

1921 年 10 月 26 日：豊津駅 - 千里山駅間が開業。 

1922 年 4 月 17 日：花壇前駅 - 千里山駅間に大学前駅開業。 

1943 年：千里山線は京阪神急行電鉄（阪急電鉄の前身）の路線となる。 

1967 年 3 月 1 日：北千里駅まで延伸され、千里線に改称。 

1969 年：翌年開催の大阪万博のため南千里 - 北千里間に万国博西口駅を開設。 

1973 年：万国博西口駅跡の 400 m 南に山田駅開業。 

2020 年：淡路駅の大規模改造工事が進行中。 

http://www.kansai-u.ac.jp/nenshi/campus_map/course/course02/
https://ja.wikipedia.org/wiki/1886%E5%B9%B4
http://www.with-takarazuka.com/back/2006_2/art/art.html
https://gipsypapa.exblog.jp/23336421/
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-115b.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-115b.pdf
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 上記のような大阪千里地区の開発に伴い、関大は 1922 年に千里山学舎建設を開始

した。千里山移転に大いに貢献したのが、当時の大阪商工会議所第 8代会頭（1919- 

1923）であった山岡順太郎氏である。彼は、第 11 代学長（1922-1925）も務め、関

大の大学昇格（1922 年）にも貢献し、「関大中興の祖」と呼ばれている。関大千里

山キャンパスの古地図（1923 年測量）を図４左に示す。 

  

 

図４．上左：関西大学の古地図（1923 年測量）。本図は、８）のサイト/lより借用。

上右：現在の関西大学の地図。本図は、９）のサイト/より借用。下：第 2 学舎 1

号館（図１上の 2-1）の前庭に設置された山岡順太郎先生像。 

http://daybyday-work.seesaa.net/article/458746356.html
https://www.mapion.co.jp/phonebook/M02005/27205/ILSP0000540867_ipclm/
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 図４下に、第 2学舎 1号館（図１上の 2-1）の前庭に設置された山岡順太郎先生

像を示す。山岡像の横に、「予科校舎であった第 2学舎 1号館」の景観と題する説

明文が掲示されていた（その写真を補充資料/fの図８に示す）。そこには、次のよ

うに書かれている。 

「予科校舎であった第 2 学舎 1 号館」の景観 

 第 2 学舎 1 号館が建っているこのあたりには、1948 年の新制大学移転まで予科校舎と呼

ばれた建物がありました。予科とは、旧制大学進学前の予備教育を行う課程です。予科校

舎は当初、現在の以文館付近に建設されましたが、1934 年 12 月に焼失したため、ここに

場所を移して新築されました。1936 年 3 月に竣工された新校舎は、800 人収容の大講堂と

階段教室を備えた白色タイル張りの建物で、千里山の緑によく映えました。予科校舎は戦

後、第 2 学舎 1 号館と呼び名を変え、経済学部と商学部の学び舎として使用されましたが、

1994 年 3 月に新校舎が竣工し、その名称を引き継ぎました。 

  

図５．左：山岡順太郎先生の胸像、右：台座の銘板。 

 

 図５左に山岡順太郎先生の胸像を、図５右に台座の銘板を示す。補充資料/fの図

６には、本像背面に彫られた作者のサインを示す。そこには、「Hideo Shintani 

Nov.1965」と記載されていた。なお、本像の台座には、山岡先生の顕彰文が貼られ

ているが、残念ながら風化が酷く、内容を判読できなかった。 

http://masaniwa.web.fc2.com/RW-115b.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-115b.pdf
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３）のサイト/、ウィキペディア（山岡順太郎）、上記の資料などにより、山岡像

の概要は次の通りである。 

山岡順太郎先生像  

設置場所：大阪府吹田市山手町 3－3－35、関西大学千里山キャンパス、第 2学舎 1

号館（図１上の 2-1）の前庭。 

設置時期：戦前の胸像は戦時中に供出され、現在建っているのは 1965 年 11 月に関

西大学創立 80 周年を記念して再建。 

銅像製作者：新谷英夫(1907-1995) 

設置経緯：山岡順太郎（1866-1928）は金沢市出身。金沢医学校中退。1898 年、大

阪商船株式会社に入社し、大阪商船の発展の基礎を築く。また、当時衰退していた

大阪鉄工所（日立造船の前身）の社長となり、見事再建に成功し、大阪財界に名を

馳せた。大阪商工会議所第 8代会頭（1919-1923）。関西大学第 11 代学長（1922- 

1925）。千里山学舎建設､ 大学（旧制）昇格などの大事業を遂行し、「学の実化

（じつげ）」という学是の提唱した「関大中興の祖」といわれる。 
 なお、10）のサイト/fには、山岡順太郎の人生と「学の実化（じつげ）」の意味

が詳しく紹介されている。また、11）のサイト/6には、銅像製作者・新谷英夫の略

歴が次のように書かれている。  

新谷英夫(1907-1995)は金沢市に生まれる。県立工業学校を経て、1927 年東京美術学校彫

刻科入学、吉田三郎に師事。1942 年 第５回新文展初入選。戦後は野外彫刻を手がける。

1951 年神戸生田神社境内で戦後初の野外彫刻展を開催。以後、各地にモニュメントを制作。

1984 年まで武庫川女子大学教授をつとめる。兵庫県文化賞、神戸市文化賞受賞。 

 

（５）戦中、戦後の関大 

 ウィキペディア（関西大学）は、太平洋戦中と戦後における関大の状況を次のよ

うに書いている。 

太平洋戦争時には帝国陸軍に千里山キャンパスが接収され、軍部の諸施設に転用された為、

学舎はアメリカ海軍の艦載機による機銃掃射で損傷を受けた。戦後は学舎の多くが建築家

村野藤吾により設計され、そのうち簡文館 が 2007 年 7 月に登録有形文化財に登録された。

キャンパスの南部には名神高速道路が横断しており、その北側にキャンパスの大部分が集

中している。地域社会の一員としての開かれた姿勢を持ち、大学および地域社会が有する

知的・人的資源の活用を図ることにより、地域社会の発展に寄与するべく、キャンパスは

学生や教職員に限らず、常時出入りが自由となっている。 

 この頃には、関大出身者が母校の教授や学長に就任して、大学の発展に寄与する

ようになった。その代表格が、岩崎卯一と久井忠雄で、二人の胸像が大学構内に設

置されている。次ページの図６には、岩崎記念館（図１上の➎）の前に設置された

岩崎卯一の胸像を示す。なお、12）のサイト/1は岩崎記念館を次のように説明して

いる。 
建築面積の狭小と学舎老朽化のため、大学院学舎と大学院ホールの一部（階段教室）を撤

去し、昭和 49 年（1974）4 月、その跡地に岩崎記念館を建てた。この建物の建築にあたっ

ては、岩崎卯一元学長の没後、大学に寄贈された邸宅の売却益が建築費用の一部にあてら

れた。 

http://www.kansai-u.ac.jp/nenshi/campus_map/course/course02/
http://www.kansai-u.ac.jp/nenshi/issue/pdf/19-3.pdf
https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/c708954026
http://www.kansai-u.ac.jp/nenshi/history/detail.php?cd=364&nm=1
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 補充資料/fの図９には、岩崎像の背面に記載されて銅像作家のサインを示す。そこ

には、「Hideo Shintani 1976」と記載されていた。また、本像の台座には、岩崎先

生への顕彰文が貼られていた。その写真を、補充資料/fの図 10 に示す。そこには、

次のように書かれていた。 

図６． 

上：岩崎記念館（図１上の

➎）の前に設置された岩崎卯

一の胸像、 
下：岩崎卯一先生像。 

http://masaniwa.web.fc2.com/RW-115b.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-115b.pdf
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 岩崎卯一先生は明治二十四年四月十一日佐賀県武雄に生まれ、関西大学卒業後本学第一

回海外留学生としてコロンビア大学に学び、ドクターの学位を得て大正十年に帰朝。爾来

三十九年間教授として子弟の教育に専念し、又「社会学の人と文献」、「国家の団体性」

等を著わして□界に貢献された。昭和二十二年以来三度学長に就任、新制大学の基礎を作

ると共に大学院の充実に尽力し、昭和三十五年六月八日逝去に当っては尊い私財を大学に

寄付されて、関西大学の発展のためにその生涯を捧げられた。ここに先生の高徳を永久に

頌え後学の為に之を遺す。 
昭和五十一年十一月吉日 門下生撰 天龍寺派管長 関牧翁書 

なお、上記碑文の句読点は、私（林）が付け加えた。明治二十四は 1891 年、大正十年は

1921 年、昭和二十二年は 1947 年、昭和三十五年は 1960 年、昭和五十一年は 1976 年であ

る。また、ウィキペディア（関牧翁）によれば、関氏の略歴は次の通りである。 

関牧翁（せき ぼくおう、1903- 1991）は群馬県下仁田町出身、慶応大学中退。日本臨済

宗の僧侶。 臨済宗天龍寺派管長。天龍寺二百四十一世。 

３）のサイト/、ウィキペディア（岩崎卯一）、上記の資料などにより、岩崎像の

概要は次の通りである。 

岩崎卯一先生像  
設置場所：大阪府吹田市山手町 3－3－35、関西大学千里山キャンパス、岩崎記念館

（図１上の➎）の前 

設置時期：1976 年 11 月に門下生により寄贈 

銅像製作者：新谷英夫(1907-1995) 
設置経緯：岩崎 卯一（1891-1960）は佐賀県武雄市出身。神戸警察署で通訳を務め

ながら関西大学専門部法律学科に通い、在学中に弁護士試験に合格。1915 年卒業後、

関大初の留学生としてアメリカに派遣され、コロンビア大学で社会学および社会立

法学を学び、ドクター・オブ・フィロソフィーの学位を得た。1921 年に帰国後、関

大初の専任教授となった｡関大に在職すること 39 年に及び、その間、三期にわたっ

て学長（17・19・20 代）を務め、新制大学院の設置をはじめとして、本学の教育や

研究の振興に大いに寄与。 

 関大千里山キャンパスの屋外に設置されている４体の顕彰銅像のうちで、最後の

像は 100 年記念会館（図１上の 44）の正面左手にある久井忠雄の胸像である。その

周辺写真を次ページの図７に示す。本稿の容量が限度に近づいたので、久井像の詳

細は補充資料/fの図 11-13 に示す。図 11 は正面像、図 12 は背面のサイン、図 13 は

本像の顕彰文である。背面のサインには「理事長 久井忠雄 享年八十五才 日展評議

員 浦山一雄 平成五年夏」と書かれていた。 

 本像の顕彰文には、次のように書かれていた。 

関西大学に生き 関西大学に死す 私学の興隆と教育に 心魂を傾け尽くされた 

久井忠雄先生の偉大な功績を称え これが永遠に語り継がれることを願い 

この像を建立する 

平成五年八月吉日 関西大学学長 大西明男撰 

題字 学校法人関西大学 理事長 上田繁潔 

 

http://www.kansai-u.ac.jp/nenshi/campus_map/course/course02/
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-115b.pdf


 12 

 

図７．100 年記念会館（図１上の 44）の正面左手にある久井忠雄の胸像 

 

３）のサイト/、13）のサイト/0（本サイトの説明文を補充資料/fの p.8 に示す）、

上記の資料などにより、久井像の概要は次の通りである。 

久井忠雄先生像 

設置場所：大阪府吹田市山手町 3－3－35、関西大学千里山キャンパス、100 周年記

念会館（図１上の 44）の正面左手 

設置時期：1993 年、8月 24 日の命日に除幕。 

銅像製作者：日展評議員・浦山一雄（1933-） 
設置経緯：久井忠雄（1905-1991）は大阪府出身。1931 年、関大法文学部を卒業｡在

学中の 1929 年に高等試験司法科試験、1930 年に高等試験行政科試験にも合格。卒

業後、内務省に採用され、中央および各地の警察で要職を歴任。1945 年に連合軍総

司令部（GHQ）により職務罷免となり、1946 年に弁護士登録をする。1963 年から

1991 年まで 28 年にわたって関西大学の理事長を務め、専務理事在職期間（11 年）

をあわせると 39 年に及び、戦後の関大が発展・拡充していく中心的立場にありまし

た。 

 

 なお、浦山一雄の略歴を補充資料/fの p.8 に記載する。 

http://www.kansai-u.ac.jp/nenshi/campus_map/course/course02/
http://www.kansai-u.ac.jp/nenshi/people/detail.php?cd=89&TB_iframe=true&width=550&height=310
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-115b.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-115b.pdf
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