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第 117 回 関西学院原田の森キャンパス 

               筆者：林 久治（記載：2020 年２月 15 日） 

（１）前書き 

私（筆者の林）は前回の記事/fで、関西学院（以後、関学と略記する）と公文の

銅像を紹介した。現在の関学の本部は西宮市上ヶ原にあるが、本学の設立時（1889

年）には校舎は「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）にあった。図１は、原田の森にあった関学の復元模型（上ヶ原に移転直前）

である。私が本図を見て驚いたことは、キリスト教が設立した関学構内のど真ん中

に鳥居と神社があることである。そこで、私は構内に神社がある理由や、この神社

の由緒を調べてみた。本稿は、その報告書である。（なお、本稿においては、資料

の記述を緑文字で、私の意見や説明を青文字で記載する。） 
 

 
図１．関学の原田の森キャンパスの模型 本図は、１）のサイト/lより借用。 
 
（２）現在の原田の森 
 次ページの図２には、関学設立（1889 年）直後と現在の原田の森付近の地図を示

す。現在の地図からは、当地は神戸市の中心部で、関学跡に王子公園（図１の①）、

王子動物園（図１の②）、および神戸文学館（図１の③）があることが分かる。ま

た付近には、王子神社（図１の④）や県立美術館「原田の森ギャラリー」（図１の

⑤）がある。 
 一方、1892-1910 年の地図には、関学は田園の中にあり、付近には原田の集落や

高等商業学校（神戸大の前身、1902 年設立）がある。また、関学の構内には神社の

記号があるが、神社名は記載されていない。付近の鉄道に関しては、阪急神戸線は

http://www.japanprobe.com/2007/12/13/fearless-mouse/
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-116.pdf
http://keikan.art.coocan.jp/d/d_06_01.html
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未だないが（1920 年開業）、国鉄東海道線（1895 年、神戸まで開通）や阪神本線

（1905 年開業）の線路は記載されている。 

 

 

図２．関学創建当時と現在の原田の森付近の地図、左：1892-1910 年の地図、右：

現在の地図。①：王子公園、②：王子動物園、③：神戸文学館、④：王子神社、

⑤：県立美術館。（本図は、今昔マップ様より拝借。） 

 
図３．神戸市立王子動物園の入口 本図は、２）のサイト/より借用。 

 

王子動物園（図２の②）の写真を図３に示す。京阪神地方には次の３つの動物園

がある。①天王寺動物園、②京都市動物園、および③王子動物園。①は大阪市内に

ある有名な動物園であるが、現在はパンダはおろか象もいない。橋下一派が大阪府

や市の行政を握って以来、市民サービスが著しく低下している。動物園の衰退も、

その一つの現れである。②には、パンダはいないが象はいる。しかし、駅から遠い

① 

② ③ 

④ ⑤ 

https://higashinada-journal.com/event/24248/
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ので不便である。③は阪急王子公園駅の前にあるので、交通が便利である。パンダ

も象もいるし、園内の遊園地も広い。ここで最も有難いことは、パンダ舎が混雑し

ていないことである。従って、私共夫婦は北千里に住んでいる孫達を、よく王子動

物園に連れていっている。 
王子動物園及びその周辺はかつては関学の原田の森キャンパスがあった。同キャ

ンパスが存在していたのは関学開校の 1889 年から 1929 年までのことである。その

後、関学は上ヶ原へ移転した。そういう事情で、この動物園の敷地は広い。 
 

 
図４．神戸文学館 本図は、３）のサイト/より借用。 

 
 王子動物園の隣に、神戸文学館（図２の③）がある。４）のサイト/と５）のサイ

ト/は、神戸文学館を次のように説明している。 
神戸市灘区の西の端に競技場や動物園を含む大きな公園があります。現在は王子公園と

なっているこの一帯は 1889 年に関西学院が設立され 1929 年に西宮市上ヶ原に移転するま

で校地となっていた場所でした。原田の森と呼ばれていたこの一帯は松林と畑が広がる田

園地帯で人家も疎らな辺鄙な場所でした。やがて開墾作業から始めたキャンパスの整備が

進んでいくと徐々に学校の体裁は整っていきます。明治後期にはレンガ造りの校舎が並ぶ

美しいキャンパスが完成していました。周辺環境も国鉄灘駅の設置や市電の延伸によって

市内中心部と数分で結ばれたことで都市化が進みのどかな風景も過去のものとなっていき

ました。 
 関学の移転後 レンガ造の校舎群は取り壊されましたが、唯一当時の建物が現存していま

す。この建物は関学時代にチャペルとして建てられたもので寄贈者に因んでブランチ・メ

モリアル・チャペルと呼ばれていました。（1904 年築、設計：Ｍ．ウィグノール。）第２

次世界大戦の空襲で大破しましたが、1993 年４月に、歴史を感じる赤レンガ造りのチャペ

ルの外観をそのまま残して尖塔部分も完全に復元し、以来王子市民ギャラリーとして神戸

https://gipsymania.exblog.jp/4751465/
http://www.kobebungakukan.jp/
https://hardcandy.exblog.jp/6670029/
https://hardcandy.exblog.jp/6670029/


 4 

市民に親しまれてきました。2006 年 12 月、あの阪神・淡路大震災（1995 年）も乗り越え

た、市内に現存する最古のレンガ造り教会建築物が、神戸にゆかりのある文学者たちの息

吹を、今に伝える「神戸文学館」として、生まれ変わりました。なお、本館は 2008 年 3

月に登録有形文化財の登録を受けました。 

また、神戸文学館の道路に面した石垣に「関西学院発祥之地」の刻印が残ってい

る。その写真を図５に示す。 

 
図５．神戸文学館の道路に面した石垣に残っている「関西学院発祥之地」の刻印。

本図は、３）のサイト/より借用。 
 
（３）関学（原田の森）の設立と発展 
 前回の記事/fで、私は関学の設立経緯を次のように説明した。 

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/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。 

 次ページの図６には、関学原田の森キャンパス周辺の地形図の変遷を表す。本図

から、次のような興味深い事実が読み取ることが出来る。 

①1892-1910 年：関学（1889 年設立）は田園の中にあり、付近には原田の集落（赤丸）や

高等商業学校（1902 年設立）がある。また、関学の構内には神社の記号があるが（赤丸）、

神社名は記載されていない。付近の鉄道に関しては、阪急神戸線は未だないが、国鉄東海

道線（1895 年、神戸まで開通）や阪神本線（1905 年開業）の線路は記載されている。 

https://gipsymania.exblog.jp/4751465/
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-116.pdf
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②1922-1923 年：関学の校舎は増え、周辺の市街化が進んでいる。関学の構内には、神社

が存在している（赤丸）。阪急神戸線が上筒井駅まで延伸している（1920 年開業、赤丸）。

当時、上筒井駅は阪急神戸駅とも呼ばれ、ここから神戸市電で神戸市内に連絡している。 

③1927-1935 年：関学は移転しているが（1929 年）、跡地には建物や神社は残っている

（赤丸）。阪急神戸線は三ノ宮駅まで延伸したので（1936 年）、西灘（赤丸）‐上筒井間

の路線は盲腸線となった（上筒井線、1936-1940）。 

④1967-1970 年：関学跡に王子動物園（赤丸）が出来ている。関学跡の神社は、動物園前

に移転している（赤丸）。上筒井線は廃止されているが、動物園前の原田通には神戸市電

の路線がある（1969 年に廃止）。 

  

  

図６．関学原田の森キャンパス周辺の地形図の変遷、 上左：1892-1910 年、上

右：1922-1923 年、下左：1927-1935 年、下右：1967-1970 年。（本図は、今昔マ

ップ様より拝借。） 

 

①1892-1910 年 ②1922-1923 年 

③1927-1935 年 ④1967-1970 年 
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 ６）のサイト/lによれば、関学設立の理由は次の通りであった。 

W.R.ランバスは、西日本における伝道計画の長期展望のもとに、牧師、伝道者の育成とキ

リスト教主義に基づく青少年教育を授ける男子の総合学園設立を企図した。1888 年、まず

香港上海銀行から 2,000 円の貸し付けを受け、神戸市の郊外原田村に１万坪（約３万３千

平方メートル）の校地を１万円で購入。翌年米国バージニア州リッチモンドの銀行家ブラ

ンチ（T.Branch）の献金により支払いを完了した。ここに木造２階建１棟（257 平方メー

トル）の校舎兼学生寮、平屋建１棟（190 平方メートル）の食堂などの建物が完成し、

1889 年 9 月 28 日、兵庫県知事の許可を得て、関西学院が創立された。授業開始の 10 月

11 日、小さな学灯を囲んだのは、W.R.ランバスと５人の教授、19 人の学生・生徒であっ

た。 

７）のサイト/3は、関学の発展を次のように書いている。  

関西学院が神戸原田の森に誕生した 1889 年から最初の約 20 年間の歩みは、まことに細々

としたもので、神学部と普通学部を合わせの年平均卒業生数は 5.9 人に過ぎない。さらに、

両部とも卒業生がゼロの年が 20 年中９年もあった。しかし 1910 年にカナダメソジスト教

会が関西学院の経営に参画するようになって経営基盤が強固になってからの大正年間には、

関西学院は飛躍的に発展した。学部数も神学部、普通学部（中学部に変更）に加えて文学

部、高等商業学部が設置され、学生数も飛躍的に増加し、校地面積も初期の１万坪から

2.67 万坪への増え、原田の森キャンパスも充実したものになった（図７を参照）。 

 
図７．関学・原田の森キャンパスの構内図：上ケ原移転直前（1929 年 3 月）。 

本図は、６）のサイト/lより借用。 
 
 関学の発展に初代院長・W.R.ランバスの右腕となって貢献したのが２代院長・吉

岡美國であった。前回の記事/fで、私は彼の略歴を次のように書いた。 

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

https://www.kwansei.ac.jp/yoshioka/yoshioka_001678.html
https://blog.goo.ne.jp/kgjhaat19/e/b71cb47641fa29aeca0e17dc4adcab13
https://www.kwansei.ac.jp/yoshioka/yoshioka_001678.html
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-116.pdf
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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。 

 吉岡はランバスに抜擢され、若くして（30 歳）２代院長に就任した。その理由を

少し考えて見よう。当時、吉岡の英語は日本一と言われていた。勿論、吉岡は才能

豊かな青年であったのであろう。８）のサイト/lには、彼の生涯が詳しく記載され

ている。本稿ではその一部を以下に紹介する。 

①1862 年 9 月 26 日、吉岡美国は、父銕次郎（美種）、母幾久子の長子として、京都に生

まれた。家は代々町奉行所属の同心であった。父親の勧めを受け、「英語学校」（後の京

都府中学校）で学んだ吉岡は、京都滞在中の明治天皇が学校を訪問した際に表彰されるほ

ど優秀だった。「英語学校」では、アメリカ海軍士官ボールドウィンが、会話、習字から、

最終的にはバレーの歴史書を頂点とする「星学、地理学、リードル、会話書、翻訳、算

術」などを教えていた。 

②1880 年 3 月、京都府中学校を卒業した吉岡は、同校の助教諭として５年間働いた後、

ボールドウィンの紹介により、神戸居留地にあった兵庫ニュース社に入社、日本伝道を開

始したばかりのアメリカ南メソヂスト監督教会宣教師ランバス父子と出会った。病気のた

め、１年で新聞社を退社した吉岡は、ランバス父子との交流を通して信仰を得、関西学院

の創立に協力することになった。関西学院創立後の 1890 年、アメリカ・テネシー州ナッ

シュビルのヴァンダビルト大学神学部に入学した。 

③1890 年 12 月 16 日、ランバスは妻の病のため離日、本国伝道局において活躍し、1910

年、海外ミッション担当の監督に選任される。1921 年、さらなる世界伝道のためシベリア

から中国、朝鮮を回り、 8 月末に日本を改めて訪れるが発病し、 9 月 26 日、横浜にて病

没する。 

④吉岡は 1892 年ヴァンダビルト大学を卒業。同年９月に関西学院第２代院長に就任。以

来 1916 年まで院長を務めた（同年、名誉院長）。1907 年にはアメリカのエモリー・アン

ド・ヘンリ大学より名誉学位を授与された。 

 吉岡は 1916 年に院長を退任して名誉院長に就任した。これは、後任の２人の院長

が外国人であったので、彼等を後見する必要があったのであろう。 

 

（４）関学の上ヶ原への移転 
９）のサイト/3には、関学が西宮市上ヶ原に移転した経緯を次のように書いてい

る。 

1918 年の文部省による大学令の発布は、関学に大きな動揺をもたらすことになる。大学

令の発布によって、それまで国立大学にのみ許されていた大学の設置が私学にも許される

ようになり、早くも 1920 年２月には慶応、早稲田が専門学校から大学に昇格し、大正年

間には関学を除く関同立を含む 22 大学が大学に昇格したのである。ところが関西学院は

大学設置に必要な供託金 60 万円の準備ができず、学生、教職員の強い要望にも拘わらず

大学昇格への道は難航し、他校に大きな後れをとることになった。 

そしてこの要望書が提出され日に開かれた理事会において、上ヶ原移転が決定された。

この決定の背後には、当時市街化が進んで地価が上がっていた原田の森キャンパス 2 万 7

千 6 百坪が 320 万円という高価で売却できたこと、そしてまだのどかな農地であった上ヶ

原の土地７万坪が 55 万円という安価で購入できたことがあった。 

関学の大学昇格は日本の主要私大では一番遅れて 1932 年であった。（同大は

1920 年、立命大と関大は 1922 年。）10）のサイト/lによれば、関学の原田からの

移転後、原田の校舎は順次取り壊され、今も現地に残るのはブランチ・メモリア

https://www.kwansei.ac.jp/yoshioka/yoshioka_000655.html
https://blog.goo.ne.jp/kgjhaat19/e/b71cb47641fa29aeca0e17dc4adcab13
https://www.kwansei.ac.jp/yoshioka/yoshioka_000655.html
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ル・チャペル（現在、神戸市所有の神戸文学館）ただひとつでとなった。なお、原

田の正門などは、上ヶ原に移築されている。 

 
（５）原田の森にあった神社の正体 
 さて、最後に、原田の森にあった神社の正体を追求しよう。昔の神戸市の地図を

ネットで見ていたら、11）のサイト/6で図８の地図を発見した。本図によれば、関

学構内に神社があり、その名称が「廣田神社」と記載されている。しかし、「廣田

神社 神戸市」で検索しても、「西宮市にある廣田神社」しか出てこない。廣田神

社は西宮市にある兵庫県第一の古社であるので、その末社が原田の森にあってもお

かしくない。しかし、何となくしっくり来ない。さらに探求する必要がある。 
 

 
図８．戦前の関学付近の地図 本図は、11）のサイト/6より借用。 
 
 そこで、私はこの付近が「原田の森」と呼ばれているので、「原田の森」で検索

して見た。すると、６）のサイト/lに次の文章があった。 
「原田の森」という呼称は、本来は建御名方尊（たけみなかたのみこと）神社（通称原田

神社、現、王子神社）の神域の松林を意味していた。関西学院のキャンパスは、この神社

を取り囲む形となっており、神社境内およびその導入路を関西学院が所有することはなか

った。 

次に、「原田神社 神戸市」で検索して見ると、沢山の記事が出てきた。「阪急

上筒井駅」と題する記事（12）のサイト/l）に、次ページの図９に示すような写真

が掲載され、次のように説明されていた。 
阪急神戸線は大正時代の開業当時、終点は三宮ではなく上筒井駅でした。この上筒井駅を

当時、神戸駅と呼んでいて、ここから市電に乗り換えて市内中心部につながってました。

https://twitter.com/yonezawakouji/status/996346813501259776
https://twitter.com/yonezawakouji/status/996346813501259776
https://www.kwansei.ac.jp/yoshioka/yoshioka_001678.html
https://hirukarasanpo.blog.fc2.com/blog-entry-745.html
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詳しいことはわかりませんが、当時から神戸市が市内中心部の鉄道乗り入れを地下路線で

考えていたから、地上路線では三宮に入れなかったからかもしれません。上筒井駅に行く

前に王子神社にお参りです。開学の頃、関西学院大学は今の王子動物園にあり、ここには

大学と共に原田神社がありました。それが、関学の移転後、王子公園の整備と共に王子神

社となり現在の地に移転したようです。 
 

 
図９．現在の王子神社にある「元原田神社」と刻した石碑 本図は、12）のサイト

/lより借用。 

 

 ６）のサイト/lには、次のような記載があった。 
「原田の森」という呼称は、本来は建御名方尊（たけみなかたのみこと）神社（通称原田

神社、現、王子神社）の神域の松林を意味していた。関学のキャンパスは、この神社を取

り囲む形となっており、神社境内およびその導入路を関西学院が所有することはなかった

（図７を参照）。 

また、13）のサイト/lは、王子神社の由緒を次のように要領よく纏めている。 
王子神社（神戸市灘区原田通 3-8-43、通称名は原田神社）鎌倉時代初期に、信州諏訪から

松本忠一公が一族を連れてこの地に移り住み豪族となった。また神代の昔に、健御名方尊

がこの地に軍旅を駐められたという故事により、松本一族始め村人達は御先祖（氏神様）

を祀らんと、元久元年(1204)に諏訪大社（健御名方神）の御分霊を勧請奉持し、約 13000

坪を境内地として「健御名方尊神社」を建立し、産業・農業・交通・競技等の守護神とし

て信仰した。 その後、延元元年(1336)に、紀伊熊野より若一王子神の御分霊を勧請奉持

し「王子権現」と称え、併せご奉斎し、樹木・子供等の守護神として信仰してきた。 し

かし、原田村には古来より、前記の御社とは別に「高林神社」（大市比売神）を祀ってお

り、商業繁栄の祖神として信仰してきたが、明治 39 年(1906)に、健御名方尊神社の御社

に移され一つの御社となった。 さらに、昭和 21 年に「王子神社」と改称された。当時は、

今の王子動物園内に鎮座していたが、公園造成に伴い、近隣の王子町一丁目に遷座した。

さらに、昭和 31 年に同所が国民体育大会の総合運動場（現・王子競技場）になったため、

現在の地に遷座した。 

https://hirukarasanpo.blog.fc2.com/blog-entry-745.html
https://hirukarasanpo.blog.fc2.com/blog-entry-745.html
https://www.kwansei.ac.jp/yoshioka/yoshioka_001678.html
http://www.hyogo-jinjacho.com/data/6301036.html
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 以上の資料より、私は「関学が原田の森に設立された経緯は、次のような事情で

はなかろうか」と推測している。 

①関学は信者の献金で運営しているので、校舎を建設する用地として、自然を残した広い

敷地を出来るだけ安価に購入しようと意図したのであろう。 

②一方、原田神社としては、明治維新でスポンサーが殆ど無くなり、財政が逼迫していた

のであろう。そこで、止む無く、広大な鎮守の森を関学に売却したと思われる。 

③建設後の関学は、キリスト教系の校舎群の内部に異教の日本神社を取り込んだ異様な風

景になってしまった（図１を参照）。関学を設立したキリスト教徒の人々が、構内にある

神社の存在をどの程度気にしたかは不明である。しかし、仏像を多数安置する仏教寺院に

比べれば、神像が殆どない神道神社には左程違和感を感じなかったのかも知れない。 

④もっとも、大抵のキリスト教会には磔刑のキリスト像が飾られている。この方が、仏像

より余程醜悪である。日本神道はユダヤ由来であるとの説があるので、教会と神社は意外

に相通じるのではなかろうか。 
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