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第 116 回 関西学院と公文の銅像 

               筆者：林 久治（記載：2020 年２月８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114 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。前回の記事/fでは、関西大学（略称は、関大）の銅像探索記を記載した。本

稿では、関西学院大学（略称は、関学）と公文の銅像探索記を記載する。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）関学の紹介 

 関西学院大学（以後、関学と略記する）は近畿地方における私立大学の雄で、い

わゆる「関関同立」の首位を占める。ウィキペディア（関西学院大学）によれば、

関学の略歴は、次の通りである。 

1886 年 8 月に来日した米国・南メソジスト派宣教師 J.W.ランバス一家は、同年 11 月に 

神戸・元町の外国人居留地に読書館を設立し、後に多額の資金援助と大量の書籍を提供し

た米国・ミズーリ州の牧師 W.B.パルモア師にちなんで読書館をパルモア学院と命名した。

1889 年（明治 22 年）9 月 28 日、J.W.ランバス師の息子ウォルター・R・ランバス博士が

パルモア学院昼間部を母体に関西学院を設立した。  

關西學院（英文表記: Kwansei Gakuin[注釈 1]/West Japan College）は、いわゆる

「原田の森」（兵庫県菟原郡原田村、現在の神戸市灘区王子町・原田通）に、神学部およ

び普通学部の 2 学部から始まった。1910 年にカナダ・メソヂスト教会が経営に加わり、

1912 年 3 月 5 日には、専門学校令による高等学部文科・商科を開設、高等教育機関となる。

同年、高等学部長 C・J・L・ベーツが、カレッジモットーとして「Mastery for Service

（奉仕のための練達）」を提唱した。1921 年に高等学部文科を（専門部）文学部、商科を

高等商業学部と名称変更。 

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
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-115.pdf
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1918 年の大学令公布を受けて、関西学院でも学生による大学昇格運動が起こり、翌年 1

月の学生総会で大学昇格促進決議案を議決。学院当局もこれに理解を示し、6 月には報告

書をアメリカ・南メソヂスト監督教会とカナダ・メソヂスト教会に送付した。両教会は昇

格案を条件つきで承認し、1923 年には昇格が実現するかに見えた。しかし、米国の学院連

合教育委員会は第一次大戦後の不況による財政難を理由として大学開設を 1925 年以降に

先送りするように勧告、外国資金による早期昇格の見通しは立たなくなった。 創立 40 周

年を迎えた 1929 年、校地拡張と大学昇格基金等の捻出を目的として、上ケ原校地（兵庫

県武庫郡甲東村、現在の兵庫県西宮市上ヶ原）に移転。その後 1932 年 3 月 7 日に大学令

による関西学院大学が設立認可され、予科を開設。1934 年 4 月 1 日に法文学部・商経学部

を開設した。 

 

 

 図１上には神戸市原田の森の地図を、図１下には西宮市上ケ原の地図を示す。現

在、原田の森の関学跡地は、王子公園と王子動物園になっている。王子公園には関

図１． 
上：神戸市原田の森の地

図、（左：1923 年測量、

右：現在の地形図） 

下：西宮市上ケ原の地図

（昭和初期の測量）。 

本図は、２）のサイト/よ

り借用。 

http://ktgis.net/kjmapw/
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学の初代チャペルが残っており、現在は神戸文学館となっている。私は2013 年の記

事/fで、本館を紹介した。その時に使用した本館の写真を図２に示す。 

 

 

（２）関学上ケ原キャンパス 

 現在の関学上ケ原キャンパス（兵庫県西宮市上ケ原一番町 1-155）には、大学本

部がある。そのアクセス地図を図３に示す。本図に示すように、本キャンパスは、

阪急今津線甲東園駅から、坂道を登って徒歩 15 分くらいであるが、甲東園駅西口か

らバスが頻繫に出ている。私は１月 22 日に本学を訪問した。前日に訪問した関大構

内は質実剛健であったが、関学構内は北米有名大学風の上品さがあった。 

 

 

図３．関学上ケ原キャンパスの周辺地図。本図は、３）のサイト/lより借用。 

図２．神戸文学館 

当館の建物は 1904 年に、関西学院初代チャペル

として建設（M・ウィグノール設計）されたが、

第二次大戦の空襲で大破。戦後に塔を除いて復

元され、神戸市立王子図書館、王子市民ギャラ

リーとして使用された。登録有形文化財（2008 

年３月登録）。阪神・淡路大震災からの文芸復

興のため、神戸市が策定した「文化創生都市推

進プラン」の一環として、2006 年 12 月 4 日に

当館が開設された。  

http://masaniwa.web.fc2.com/D-12.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/D-12.pdf
https://www.kwansei.ac.jp/pr/pr_000374.html
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図４．関学のシンボルである時計台（旧図書館） 

 

ウィキペディア（関西学院大学）によれば、西宮上ケ原キャンパスの概略は、次

の通りである。 

校地面積：417,247.56m2、校舎面積：168,229.65m2、講義室・演習室等総面積：

28,579.85m2。設計・監理：W・M・ヴォーリズ建築事務所。施工：竹中工務店。 

時計台（旧図書館）を中心に、中央芝生を囲んで両側に建物を配置するという配置になっ

ている。また赤色の素煉瓦とクリーム色のスタッコ壁、連続アーチのスパニッシュ・ミッ

ション・スタイル（スパニッシュ・コロニアル・リバイバル）で、パラペット屋根にスパ

ニッシュ瓦をあしらっているか、スパニッシュ瓦葺きの校舎建築がほぼ統一されており、

近代建築家ウィリアム・メレル・ヴォーリズの代表的作品の一つでもある。関西学院大学

西宮上ケ原キャンパスの建築群は、阪神間モダニズムの特徴を有しており、1958 年キャン

パスを含む上ケ原地区が、国立地区に次ぐ日本で 2 番目の文教地区として指定された。な

お、戦後から 1960 年代に一時スパニッシュ・ミッション・スタイルの校舎を採用しなか

った時期があったが、1970 年代からは設計者を日本設計に変えて、再びスパニッシュ・ミ

ッション・スタイルの校舎群が建てられるようになった。2009 年 8 月、西宮上ヶ原キャン

パス内の時計台（旧図書館）が国の登録有形文化財に登録された。 

 図４に関学のシンボルである時計台（旧図書館）の写真を示す。時計台の内外の

写真は４）のサイト/（撮影 2006.6.10 & 7.8）が優れている。関西学院事典（時

計台、５）のサイト/l）には、次のように書かれている。 

 上ケ原キャンパス中央芝生正面に位置する関西学院のシンボル的建築物。W．M．ヴォー

リズのキャンパス全体の設計構想の中でも正門、中央芝生そして甲山山頂を貫くキャンパ

https://gipsymania.exblog.jp/4727247/
http://%EF%BC%95%EF%BC%89%E3%81%AE%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%88www.kwansei.ac.jp/r_history/r_history_m_001222/detail/r_history_008653.html
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ス軸線の上に時計塔の中心が位置し、正面には “Mastery for Service" のモットーを

刻むエンブレムが掲げられている。スパニッシュ・ミッション・スタイルで鉄筋コンクリ

ート造り、一部地階、塔屋時計台を有する２階建て。延べ面積 277 坪（約 914 ㎡）となっ

ている。 

この建物自体は上ケ原キャンパス工事を請け負った竹中工務店からの寄贈で、1929 年の

竣工当初は時計はまだ取り付けられていなかった。当初この時計台は図書館として、上ケ

原キャンパスの校舎配置において、正門右手が宗教館、神学部、文学部（後に大学法文学

部）という理念的研究分野であり、左手が総務部、中央講堂、高等商業学部（後に大学商

経学部）など実社会との関わりの中での研究分野であり、この両者をキャンパス中央で総

合するという役割を担っており、重要な位置上の意味も込められていた。 

1955 年には図書館の拡大に応じて両翼が増築されている。その後長く図書館として用い

られ、学生にとっても身近な場所となっていたが、1997 年に新大学図書館竣工によってそ

の機能はそちらに移され、現在は、２階に大学博物館展示室、実習室、資料調査室、１階

に大学博物館事務室、学院史編纂室事務室、資料庫を配している。 

 

（３）関学博物館展示室の銅像 

 本博物館は一般に無料で開放されている。従って、正門から本館までは、もちろ

ん立ち入り自由であった。本館に入ると、レトロな１階ロビーがある。その写真を

図５に示す。以前は、ここに４体の胸像が設置されていた（４）のサイト/）。現在

は、胸像は１階にはなく、２階の展示室にあった。展示室の図面を、次ページの図

６に示す。幸いにも、胸像は撮影禁止ではなかった。 

 

 

図５．関学博物館の１階ロビー 

https://gipsymania.exblog.jp/4727247/
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図６．関学博物館２階展示室の図面 本図は、６）のサイト/より借用。 

① W.R.ランバス像、②吉岡美國像、③C.J.L.ベーツ像、および④神崎驥一像。 
 

 館展示室１の４角には、４体の銅像が設置されていた。その位置を、図６に記載

する。図７には展示室入口から見た写真、W.R.ランバス像（向かって右）と吉岡美

國像（向かって左）を示す。 

  

図７．展示室入口から見た写真、（右）W.R.ランバス像、（左）吉岡美國像。 

➀ ② 

③ ④ 

http://museum.kwansei.ac.jp/guidance/
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A6%E3%82%A9%E3%83%AB%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%BBR%E3%83%BB%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%90%E3%82%B9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%89%E5%B2%A1%E7%BE%8E%E5%9C%8B
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%8D%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%88%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%83%99%E3%83%BC%E3%83%84
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A5%9E%E5%B4%8E%E9%A9%A5%E4%B8%80
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A6%E3%82%A9%E3%83%AB%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%BBR%E3%83%BB%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%90%E3%82%B9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%89%E5%B2%A1%E7%BE%8E%E5%9C%8B
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%89%E5%B2%A1%E7%BE%8E%E5%9C%8B
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A6%E3%82%A9%E3%83%AB%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%BBR%E3%83%BB%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%90%E3%82%B9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%89%E5%B2%A1%E7%BE%8E%E5%9C%8B
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図 8．左：W.R.ランバス像、右：吉岡美國像。 

 

 図８に、ランバス像と吉岡像の正面写真を示す。ウィキペディア、上記の記載、

および６）のサイト/（銅像作家や制作年代の記載あり）より、両像の概要は、次の

通りである。 

➀W.R.ランバス像 

設置場所：西宮市上ヶ原 関西学院大学博物館展示室１ 
制作時期：1927 年 
制作者：大熊氏廣（1856-1934）。 

設置経緯：W.R.ランバス（Walter Russell Lambuth、1854-1921）は清国上海生まれ

の米国人。1875 年、名門エモリー大学卒業。神学博士と医学博士の学位を取得後、

米国南メソヂスト監督教会（MECS）のジャパン・ミッションとして、父とともに

1886 年来日。着任 2日に、その居館である神戸外国人居留地四十七番館の 2階に読

書館を設け、英語学校（後のパルモア学院）を開く。1889 年 9 月 28 日に、神戸市

郊外の原田村（現在の神戸市灘区王子町）に West Japan College（関西学院）を創

立し、初代院長（1889-1891）となる。 

② 吉岡美國像 

設置場所：西宮市上ヶ原 関西学院大学博物館展示室１ 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A6%E3%82%A9%E3%83%AB%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%BBR%E3%83%BB%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%90%E3%82%B9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%89%E5%B2%A1%E7%BE%8E%E5%9C%8B
http://museum.kwansei.ac.jp/guidance/
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A6%E3%82%A9%E3%83%AB%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%BBR%E3%83%BB%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%90%E3%82%B9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%89%E5%B2%A1%E7%BE%8E%E5%9C%8B
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制作時期：1928 年、除幕式：1928 年 11 月３日（博物館のパンフレットに記載）。 
制作者：大熊氏廣（1856-1934）。 
設置経緯：吉岡 美國（よしおか よしくに、1862-1948）は京都出身。1880 年、京

都府中学校を卒業し、神戸居留地にあった兵庫ニュース社に入社。神戸でランバス

父子と出会い 1888 年に受洗。1890 年、関学神学部教授に就任、同年、米国テネシ

ー州ナッシュヴィルのヴァンダービルト大学神学部に入学し、1892 年卒業。関西学

院第 2代院長（1892-1916）に就任。 

６）のサイト/によれば、両像の制作者は大熊 氏廣である。ウィキペディアによ

れば、彼の略歴は次の通りである。大熊 氏廣（おおくま うじひろ、1856 - 1934）は

日本の彫刻家。日本初の西洋式銅像とされる靖国神社の大村益次郎像（1893 年）で知られ

る。 

 展示室１の入口側に、ベーツ像と神崎像が設置されている。その写真を図９に示

す。 

 

 

図９． C.J.L.ベーツ像（向かって右）と神崎驥一像（向かって左） 

 

 次ページの図 10 に、ベーツ像と神崎像の正面写真を示す。ウィキペディア、上記

の記載、および６）のサイト/（銅像作家や制作年代の記載あり）より、両像の概要

は、図 10 の下に示す通りである。 

 

http://museum.kwansei.ac.jp/guidance/
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%8D%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%88%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%83%99%E3%83%BC%E3%83%84
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A5%9E%E5%B4%8E%E9%A9%A5%E4%B8%80
http://museum.kwansei.ac.jp/guidance/
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図 10．左：C.J.L.ベーツ像、右：神崎驥一像 
 

 両像の概要は、次の通りである。 

③  C.J.L.ベーツ像 
設置場所：西宮市上ヶ原 関西学院大学博物館展示室１ 
制作時期：1974 年 
制作者：山名常人（1910-2005）。 

設置経緯：C.J.L.ベーツ（Cornelius John Lighthall Bates、1877-1963）はカナ

ダ・オンタリオ州ロリニャル（L'Orignal）出身。マギル大学、クイーンズ大学を経

て、モントリオールのウエスレアン神学校に進む。関西学院は当初、米国南メソジ

スト教会単独での経営であった。その後、カナダ・日本両メソジスト教会との 3者

共同経営に変わったのを受けて、カナダを代表する形で、1910 年に赴任。４代院長

（1920-1940）として、上ケ原移転（1929 年）や大学昇格（旧制）の事業を推進。 

④ 神崎驥一像 
設置場所：西宮市上ヶ原 関西学院大学博物館展示室１ 
制作時期：1977 年 
制作者：山名常人（1910-2005）。 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%8D%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%88%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%83%99%E3%83%BC%E3%83%84
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A5%9E%E5%B4%8E%E9%A9%A5%E4%B8%80
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%8D%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%88%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%83%99%E3%83%BC%E3%83%84
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A5%9E%E5%B4%8E%E9%A9%A5%E4%B8%80
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設置経緯：神崎 驥一（かんざき きいち、1884-1959）は東京麹町に生まれ。1901

年、関学普通学部を卒業。カリフォルニア大学に留学し、同大学院に進学する。歴

史学と政治学を学ぶ。1921 年、高等商業学部長就任のために帰国。ベーツ院長の離

日後、第 5代院長（1940-1950）を務め、戦中、戦後の混乱期の関学を先導。 

７）のサイト/bによれば、両像の制作者である山名常人の略歴は次の通りである。  

山名常人（1910-2005）は，長野県飯田市滝江に生まれる。東京高等工芸学部彫刻部卒業，

同年構造社展に初出品で入選。新構造社結成に参加し，多数の肖像彫刻に励む。ニコンに

勤務しステレオ写真彫像を研究。戦後は美術教師を勤めた後，洗足商事株式会社に入社。

彫刻家及び経営者として活躍。池田隼人首相夫妻，佐藤栄作首相夫妻，福田赳夫首相の胸

像製作。大石内蔵助立像（赤穂御崎），福沢諭吉像（慶大日吉キャンパス），雪舟禅師立

像（雪舟記念館），柿本人麻呂像（柿本神社），樋口一葉像（樋口一葉記念館）など多数

の作品を残した。 

 

（５）新大阪駅前の公文公先生の銅像 

 私はネット検索の結果、公文公先生の銅像が次の３ケ所にあることを発見した。

➀公文公記念館（豊中市にある公文先生の旧自宅）、②公文国際学園（横浜市戸塚

区小雀町 777）、および③公文教育会館（大阪市淀川区西中島 5丁目 6番 6）。➀は

お宅の門を開けていただく必要がある。②は駅から遠い。③は新大阪駅南方にあり、

撮影できるかも知れない。そういった事情で、私は１月 27 日に、新大阪駅南側に行

ってみた。駅南側の地図を図 11 に示す。 

（本文は、12 ページに続く。） 

 

 

図 11．新大阪駅南側の地図。赤印が公文教育会館。本図は、８）のサイト/lより借

用。 

 

https://blog.goo.ne.jp/taktsuchiya/e/59a5b41d0aacf2f18c78a7393e3a622b
https://bb-building.net/tatemono/osaka/928.html
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図 12． 

上：公文教育会館

（新大阪駅南側）

の玄関、 

下左：公文教育会

館の１階フロアー

に設置された公文

公先生立像、 

下右：銅像台座の

銘板。 
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 図 12 上には公文教育会館（新大阪駅南側）の玄関の写真を示す。会館の外側には、

公文像はなかった。図 12 上が示すように、会館の１階ロビーには銅像らしきものが

見えた。そこで、私が会館内に入ると、１階ロビーに受付があり、そこに二人のお

嬢さんがいた。私は彼女らに「公文先生の銅像を撮影してよいか」どうかを尋ねた。

彼女らの一人が事務室に電話して、その可否を聞いてくれた。幸い、撮影はＯＫと

なった。図 12 下左に公文先生立像を、図 12 下右に台座の銘板を示す。銘板より、

先生の名前は「とうる」と読むことが分かった。本像の建立時期の記載は無かった。 

ウィキペディア（公文公）、上記の資料などにより、公文像の概要は次の通りで

ある。 

公文公先生立像 

設置場所：大阪市淀川区西中島５－６（新大阪駅南側）、公文教育会館１階ロビー 

製作者：吉野毅（よしのたけし、1943-） 

建立時期：不明 

設置経緯：公文公（くもん とおる、1914-1995）は高知県出身。1936 年、大阪帝国

大学理学部数学科を卒業。旧制中学、新制高校の数学教師をしながら、「公文式」

学習指導法を考案。1958 年に大阪数学研究会（現・日本公文教育研究会）を設立。

現在では日本全国に 1万 6千余りの公文式の教室と、さらに海外の 50 の国・地域に

も教室を展開している。 

 なお、９）のサイト/lには、本像の製作者・吉野毅の略歴が次のように書かれて

いる。 

吉 野 毅（多摩美術大学造形表現学部造形学科、客員教授） 

1943 年  千葉県長生郡睦沢町に生まれる  

1967 年 東京藝術大学美術学部彫刻科卒業。安宅賞、サロン・ド・プランタン賞  

1968 年 二科展初出品、特選受賞、以後毎回出品（東京都美術館）  

1969 年 東京藝術大学大学院美術研究科刻科修了  

1970 年 現代美術選抜展（文化庁主催）  

1971 年 第 6 回昭和展（日動画廊・銀座）  

1978 年 フランシスコ・ザビエル上陸記念碑（鹿児島市祇園之洲公園）  

1982 年 二科展ローマ賞受賞  

1992 年 探究する彫刻家たち展（西武アートフォーラム・東京池袋）  

1996 年 シベリア強制抑留死没者慰霊碑（千葉公園・千葉市） 

現代日本陶彫作家展（彫刻の森美術館・神奈川県）  

1999 年 具象彫刻の現在展（高島屋・東京日本橋）  

2001 年 個展（高島屋・東京日本橋）  

2002 年 日韓現代美術展（高島屋・横浜、GANA INSA ART GALLERY・ソウル）  

2003 年 二科展 文部科学大臣賞受賞  

2006 年 個展（高島屋・東京日本橋、大阪）  

2012 年 日本藝術院賞受賞  

現在 二科会評議員 

http://www.tamabi.ac.jp/zouhyou/faculty/yoshino.html
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