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第 143 回 練馬区大泉の牧野像と加藤像 

               筆者：林 久治（記載：2020 年 11 月 29 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。 
 私は武漢肺炎の緊急事態宣言が出され外出を自粛していたが、宣言が解除されて

から、東京での銅像探索を再開している。詳しくは、139 回の記事/fをご覧下さい。

一方、大阪に行くことは本年 2月から自粛してきたが、孫娘の七五三と私共夫婦の

金婚祝いのため、11 月４日から 11 日まで久しぶりに大阪に滞在した。そのついで

に近畿地方の銅像探索も行った。詳しくは、前回の記事/fをご覧下さい。 
最近、武漢肺炎の感染者数は全国的に増加して、第３波の到来である。私共のよ

うなか弱い老人は、自粛して自宅待機をするしかないのである。運動のためには、

遠方に行って銅像探索することが出来ないので、自宅付近で散歩をしている。その

ような次第で、練馬区の大泉学園駅付近の銅像を再検討してみた。本稿では、その

銅像探索記を記載する。なお、本稿では資料からの引用を緑文字で、私の注釈や意

見は青文字で記載する。 

 

（２）西武池袋線大泉学園駅と牧野記念庭園 

 次ページの図１に大泉学園駅（図１の①地点）の周辺地図を示す。本駅の南口近

傍には牧野記念庭園（図１の②地点）があり、北口近傍には練馬区立大泉小学校

（図１の③地点）がある。１）のサイト/には、前者の牧野富太郎像と後者の加藤隆

太郎像が収録されている。しかし、本サイトには両像の説明が記載されていないの

で、11 月 22 日に両像の詳細を探索することとした。 

 私が東京の大学に入学したのは 1960 年である。その頃は、牧野博士は大変有名な

植物学者であった。それから 60 年経った現在では、博士の名前を知っている人は少

なくなったであろう。ウィキペディアなどにより、博士の略歴と牧野記念庭園の概

要を以下に示す。 

①牧野博士の略歴：牧野富太郎博士（1862.5.22-1957.1.18）は、日本の植物学者。高知

県高岡郡佐川町出身。 「日本の植物学の父」といわれ、多数の新種を発見し命名も行っ

た近代植物分類学の権威である。その研究成果は 50 万点もの標本や観察記録、そして

「牧野日本植物図鑑」に代表される多数の著作として残っている。小学校中退でありなが

ら、1927 年には理学博士の学位も得て、生まれた日は「植物学の日」に制定された。東京
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大学理学部植物学教室には、助手および講師として 47 年間（1891-1939）在職。没後、文

化勲章を授与される。 

②牧野記念庭園の概要：練馬区立牧野記念庭園は、植物学者牧野博士ゆかりの地として、

1958 年より「牧野記念庭園」として一般公開されてきました。牧野博士は 1926 年、当時

は野趣豊かであった大泉の地に居を構え、1957 年に満 94 歳の生涯を終えるまで、自邸の

庭を「我が植物園」としてこよなく大切にしました。庭園には、約 300 種類の草木類が植

栽されており、それらのなかにはスエコザサやセンダイヤザクラ、ヘラノキなどの珍しい

種類の植物も数多くあり、学問的にも貴重なものと評されております。牧野記念庭園記念

館は、牧野庭園内にある木のぬくもり溢れる施設です。常設展では、植物分類学者・牧野

富太郎の生涯、業績、人柄を紹介しているほか、季節ごとに牧野富太郎や植物に関する企

画展・資料展を行っています。 

 

 

図１．大泉学園駅の周辺地図 ①大泉学園駅、②牧野記念庭園、③大泉小学校。 

 

（３）牧野記念庭園の牧野像 
 西武池袋線大泉学園駅から牧野記念庭園までは歩いて約 10 分で着ける。図１に示

すように、大泉学園駅南口から、吉祥寺方向のバス道路を南に行くと、川満外科が

あり、その南にある自動車学校の角には、牧野記念庭園方向への道標がある（次ペ

ージの図２上を参照）。この角を右に曲がると、牧野記念庭園が見える。本園の正

門の写真を次ページの図２下に示す。 

（本文は、４ページに続く。） 

① 

② 

③ 
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図２．上：牧野記念庭園方向への道標、下：牧野記念庭園の正門 
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本園は大小の樹木が沢山あり、牧野博士が住んでおられた当時の面影が残ってい

るようだ。本園の園内マップを図３上に示す。図３下は、本園の一角に設置されて

いる牧野博士の胸像である。本像の下に植わっている笹は、博士が発見した新種の

笹で、愛妻の名前にちなんで「スエコザサ」と名づけられた。 
 本像は大変有名で、１）のサイト/には勿論収録されている。しかし、本サイトに

は本像の説明がないので、今回は本像の由来を探索した。 
 

 
 

図３．上：牧野記念庭園の園内マップ、 
本図は、２）のサイト/lより借用。 
下：牧野博士の胸像。 
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図４．上：牧野像の背面に彫られた銘文、下：本像台座に貼られた製作者名。 
 
 牧野博士の業績は本園のパンフレットに記載されているので、本像の周りには説

明文は何も展示されていなかった。ただ、胸像の背面に製作者名の銘文が彫られて

いた。それを、図４上に示す。なお、本像台座にも製作者名が貼られていた（図４

下を参照）。胸像の背面には次のように彫られていた。 

牧野富太郎先生 順治作 1985 

 ３）のサイト/lには、分部順治氏の略歴が、次のように書かれている。 
分部順治：没年月日:1995/03/01。日展参与の彫刻家分部順治は 3 月 1 日午前 10 時 35 分

胆のうがんのため東京都練馬区豊玉北の自宅で死去した。享年 84。明治 44(1911)年 1 月 6

日群馬県高崎市八島町 17 に生まれる。昭和 3(1928)年高崎中学校を卒業して建畠大夢に師

事して彫刻を学び始める。同 4 年東京美術学校彫刻科に入学して木彫を学ぶ。北村西望に

師事。 

 

https://www.tobunken.go.jp/materials/bukko/10551.html
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（４）牧野記念庭園記念館の牧野像 
 本園には記念館があり、そこには牧野博士の資料が沢山展示されている。植物マ

ニアにとっては、宝の山であろう。その企画展示室の入口に、１体の胸像が設置さ

れていた。その写真を図５上に示す。本像は、１）のサイト/には何故か収録されて

いない。このサイトには庭園の牧野像は収録されているので、庭園の像を投稿した

人は、館内には入らなかったのだろうか？ 

 

 
図５．上：牧野記念庭園記念館の牧野像、下：本像背面の銘文。 

https://douzou.guidebook.jp/
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本像にも、何の説明も付いていないが、本像の背面に図５下に示したような銘文

が彫ってあった。その文を以下に示す。 

牧野先生像 1953 年―6 月 久保孝雄作 
 ４）のサイト/lには、久保孝雄氏の略歴が、次のように書かれている。 
久保孝雄：没年月日:1967/03/12 彫刻家、新制作協会会員の久保孝雄は、3 月 12 日午前

1 時 30 分、十二指腸乳頭部ガンのため仁和会八王子病院で死去した。享年 49 才。告別式

は 3 月 13 日府中市の自宅で新制作協会葬として行なわれた。大正 7 年 2 月 17 日東京・新

宿区に生れた。早稲田中学を経て、昭和 13 年 3 月第二早稲田高等学院を卒業し、更に同

年 4 月東京美術学校彫刻科に入学、同 17 年 9 月同校を卒業し、まもなく軍隊へ終戦で復

員するまで応召した。美校卒業直前の第 29 回二科展には「N の首」が初入選したが、本格

的な製作活動は戦後まで延期される。 

 以上の資料などにより、練馬区立牧野記念庭園の牧野像の概要は次の通りである。 
牧野先生像 
設置場所：東京都練馬区東大泉 6-34-4 練馬区立牧野記念庭園記念館展示室 

製作者：久保孝雄（1918-1967） 

製作時期：1953 年 6 月 

設置経緯：牧野富太郎博士（1862.5.22-1957.1.18）は、日本の植物学者。高知県高岡郡

佐川町出身。 「日本の植物学の父」といわれ、多数の新種を発見し命名も行った近代植

物分類学の権威である。その研究成果は 50 万点もの標本や観察記録、そして「牧野日本

植物図鑑」に代表される多数の著作として残っている。小学校中退でありながら、1927 年

には理学博士の学位も得て、生まれた日は「植物学の日」に制定された。東京大学理学部

植物学教室には、助手および講師として 47 年間（1891-1939）在職。没後、文化勲章を授

与される。 

牧野富太郎先生像 

設置場所：東京都練馬区東大泉 6-34-4 練馬区立牧野記念庭園 

製作者：分部 順治（わけべ じゅんじ、 1911-1995） 

製作時期：1985 年 

設置経緯：牧野記念庭園は、植物学者牧野富太郎博士（1862-1957）ゆかりの地として、

1958 年より「牧野記念庭園」として一般公開されてきました。牧野博士は 1926 年、当時

は野趣豊かであった大泉の地に居を構え、1957 年に満 94 歳の生涯を終えるまで、自邸の

庭を「我が植物園」としてこよなく大切にしました。庭園には、約 300 種類の草木類が植

栽されており、それらのなかにはスエコザサやセンダイヤザクラ、ヘラノキなどの珍しい

種類の植物も数多くあり、学問的にも貴重なものと評されております。 

 
（５）大泉小学校の加藤隆太郎像 
 大泉学園駅の北口近傍に練馬区立大泉小学校がある（図１の③地点）。本校の正

門前には１体の胸像が設置されている。正門の写真を次ページの図６上に示す。本

像は、１）のサイト/に収録されているが、その説明は記載されていないので、今回

は本像の由来を探索した。 
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図６．上：練馬区立大泉小学校の正門、下左：加藤像、下右：台座正面の銘板。 
 
 正門前に設置された胸像の写真を図６下左に、台座正面の銘板の写真を図６下右

に示す。銘板には次のように書かれていた。 
加藤隆太郎翁 西望作 1959 
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 本像の向かって左側には、銅板に碑文が刻まれていたが、風化が激しく判読困難

になっている。最後の行は、次のように書かれていることが、何とか読み取れた。 
昭和三十四年一月十四日 北村西望書 
本像の向かって右側には、練馬区教育委員会が作成した案内文が展示されていた。

その写真を図７に示す。本文は良く読み取れた。 
 

 
図７．練馬区教育委員会が作成した加藤像の案内文 
 
 上記の案内文によれば、加藤氏は衆議院議員だったそうなので、在職時期を調べ

てみた。５）のサイト/lには、加藤隆太郎氏の衆議院議員「選挙結果」が次のよう

に書かれていた。 

1947 年 4 月 25 日第 23 回衆議院議員総選挙（東京 5 区）：日本自由党 当選（1 回目） 

1949 年 1 月 23 日第 24 回衆議院議員総選挙（東京 5 区）：民主自由党 当選（2 回目） 

1952 年 10 月 1 日第 25 回衆議院議員総選挙（東京 5 区）：自由党 落選 

1953 年 4 月 19 日第 26 回衆議院議員総選挙（東京 5 区）：吉田自由党 落選 

 ネット記事を調べてみると、加藤氏には上記の案内文には記載されていない、大

きな業績があることが判明した。６）のサイト/lには、次のような記事があった。 
練馬区名誉区民の顕彰（平成 19 年 8 月 1 日）：区では、板橋区から分離・独立後 60 周年

を迎えることを契機に、練馬区独立に多大な貢献をされた 6 名の方を練馬区名誉区民に選

定しました。（加藤氏は 6 名の一人） 

故 加藤 隆太郎 （かとう りゅうたろう）【略歴】練馬地区出身の板橋区議会議員、

東京都議会議員、衆議院議員として練馬区独立を推進された。練馬地区問題について都議

https://kokkai.sugawarataku.net/giin/err00149.html
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kusei/kunogaiyo/meiyokumin/h19kensho.html
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会において独立を質すなど、独立の先鞭をつけられた。また、練馬区設置期成会を結成さ

れ、会長として自ら率先して関係機関への陳情・要請を繰り返すなど尽力され、練馬区独

立の実現に多大な貢献をされた。 

 以上の資料などにより、加藤像の概要は次の通りである。 
加藤隆太郎翁像 

設置場所：東京都練馬区東大泉 4-25-1 練馬区立大泉小学校正門前 
製作者：北村西望（1884-1987） 

製作時期：1959 年 

設置経緯：加藤隆太郎氏（1887-1973）は、旧大泉村長から東京都議会議員を経て、戦後、

衆議院議員（2 期、1947-1952）となる。この間、練馬区の板橋区より分離・独立（1947

年）に尽力し、「練馬区の父」と呼ばれている。昭和 36 年（1961）私財を投じて、財団

法人加藤教育振興会を設立し、平成 12 年（2000）3 月に解散するまでの四十年にわたり、

区内小学校へ備品援助や各種助成を行う。郷土の繁栄のために後進の育英に尽力された氏

の功績をここに讃える。平成 16 年（2004）3 月 練馬区教育委員会 
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