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第 149 回 世田谷区成城の澤柳政太郎像と吉祥寺駅前のゾウのはな子像 

               筆者：林 久治（記載：2021 年４月９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。 
３月になり、武漢肺炎の緊急事態宣言は２週間延長になったが、自粛生活で家に

籠っていると、運動不足で体重が増加するし、精神的にも圧迫を感じる。私の銅像

探索は不要不急の活動ではなく、私の生存に必要不可欠である。最近の東京都新規

感染者は１日に 300 人前後に収まっているので、出来るだけ人出の少ない所に行く

ようにしている。 

３月７日には、人出の少ないルートを選んで早稲田に行って、H. B. ベニンホフ

像と夏目漱石像を探索した。これらの探索記を146 回の記事/fに記載した。３月 15

日には、新宿中央公園で太田道灌像と清水長雄を探索し、探索記を147 回の記事/f

に記載した。３月 27 日に、私は大江戸線を利用して新宿に行って、小泉八雲像を探

索した。本像は１）のサイト/に収録されているが、本像の基本情報（制作者、建立

時期、設置経緯など）が全く書かれていない。その探索記を前回の記事/fに記載し

た。 

私は４月３日に、成城学園の澤柳政太郎像と吉祥寺駅前の「ゾウのはな子像」を

探索した。本稿はその探索記である。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）成城学園の概要 

 学校法人成城学園は東京都世田谷区成城にあり、最寄駅は小田急成城学園前駅で

ある。ウィキペディアによれば、その概要は次の通りである。 

成城学園の歴史は、1917 年（大正 6 年）、澤柳政太郎が日本の初等教育改造を志し実験

的教育の場として、成城中学校内に併設した成城小学校に始まり、さらに父兄会の財政的

支援のもと、卒業生の受け皿として（旧制）成城第二中学校と（旧制）成城高等学校が設

立され、学園の拡充が進んだ。この過程で成城小学校・第二中学校・高等学校を運営する

独立の財団法人成城学園が成城中学校から分離して設立され、これが現在の学校法人成城

学園の前身となった。なお、1950 年には旧制成城高等学校（7 年制）を廃止し新制大学と

して成城大学が創設された。 

 

http://www.japanprobe.com/2007/12/13/fearless-mouse/
https://douzou.guidebook.jp/
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-146.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-147.pdf
https://douzou.guidebook.jp/
http://%E5%89%8D%E5%9B%9E%E3%81%AE%E8%A8%98%E4%BA%8Bmasaniwa.web.fc2.com/RW-148.pdf
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 図１には、成城学園と小田急成城学園前駅の周辺地図を示す。 

 

図１．成城学園と小田急成城学園前駅の周辺地図 本図は、２）のサイト/より借

用。 

 

 小田急沿線の玉川学園前駅には玉川学園が、その隣駅の鶴川駅には和光学園が設

置されている。成城学園を含めたこれら３学園は、ルーツを同じくして、複雑な事

情で創設された経緯がある。ウィキペディアによれば、その経緯は以下の通りであ

る。 

①1917 年に、澤柳政太郎（1865-1927）は東京市牛込区（現在の新宿区）原町の成城中学

校内に成城小学校を創設した。彼は 1922 年に成城小学校の敷地内に成城第二中学校を創

設し、1925 年に成城第二中学を現在の場所である府下北多摩郡砧村喜多見（現在の世田谷

区成城）に移転し、成城玉川小学校を付設し、成城幼稚園を創設した。1926 年には、成城

学校から独立の財団を設置し、成城第二中学校を廃止し、成城高等学校 (旧制)（7 年制）

を創設した。 

②小原國芳（1887-1977）は、広島高等師範学校英語科卒業後、1913 年に香川師範学校教

諭となった。1915 年、29 歳で京都帝国大学文学部哲学科に入学し、1918 年に卒業。大学

卒業後、広島高等師範附属小学校教諭・理事（教務主任に相当）となる。1919 年、長田新

の推挙で澤柳政太郎が創設した成城小学校の主事（訓導）として赴任。1926 年、 成城高

等学校（7 年制）校長となる。駅（成城学園前駅）を招致して宅地開発を行いその利益で

学校を建設する方法で成城学園を拡大した。 

③小原は、1929 年に自ら玉川学園を創設した。しかし結局、平行して二つの学校の指導を

することは立ち行かず、1933 年に教師や保護者を巻き込んだ成城事件が勃発した。これは

会計や人事を巡って教師と PTA が小原派と反小原派に分かれて対立し、生徒も反乱を起こ

した事件で、小原騒動とも呼ばれた。そのため、小原は成城学園から身を引き、玉川学園

での教育に専念する。後の和光学園になる和光小学校も、やはり成城事件に絡んで成城学

園から離れた教師・保護者が創立したものである。 

http://www.chintai-raymond.jp/entry/341049/
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（３）成城学園の澤柳政太郎像 

 前記の事情により、澤柳像は成城学園と和光学園に設置されている。今回は、成

城学園で澤柳像の探索を行った。なお、玉川学園には澤柳像はなく、小国像が設置

されている。玉川学園での銅像探索記は109 回の記事/fで記載した。 

 ウィキペディアによれば、澤柳の略歴は以下の通りである。 

澤柳 政太郎（さわやなぎ まさたろう、1865.5.17- 1927.12.24）は、近代日本の文部官

僚、教育者、貴族院勅選議員。大正自由主義教育運動の中で中心的な役割を果たす。文部

次官。東北帝国大学初代総長・京都帝国大学第 5 代総長・成城学園創立者である。その略

歴は以下の通りである。 

1865 年：信濃国松本城下（現長野県松本市）に松本藩士・澤柳信任の長男として生まれる。

第一中学（現・日比谷高校）から新制大学予備門（後の一高、現・東大教養学部）に繰り

上げ入学をし、帝国大学（後の東京帝国大学）文科大学哲学科を卒業。 

1890 年：文部省に入省、同年に文部書記官となる。 

1893 年大谷尋常中学校校長、1895 年群馬尋常中学校校長、1897 年第二高等学校校長、

1898 年第一高等学校校長を歴任。 

1898 年 11 月に普通学務局長として文部本省に戻り、1906 年 2 月まで約 7 年強の長期に渡

り在職し、第 3 次小学校令にみられる初等・中等教育の整備に尽力する。1906 年から 2 年

間文部次官に就任。校長歴任中より義務教育の延長を提唱し、文部官僚時代の 1907 年に

小学校令を改正して 4 年から現在の 6 年の課程に移行させた。また、同年に奈良女子高等

師範学校の開設、東北帝国大学や九州帝国大学の創設を決定。高等商業学校校長（校長事

務取扱 1898.11.24 – 1899.3.25）を経て、1911 年 3 月 24 日に東北帝国大学初代総長。東

北帝国大学では、「門戸開放」という理念のもと、1913 年に全国に先駆けて女子に帝国大

学の門戸を開いた。 

1913 年 5 月 9 日に京都帝国大学総長（第 5 代）に就任。1914 年、大学の刷新のため 7 人

の教授を総長の権限で解任しようとして、これがスキャンダルとなり、逆に自身が京都大

学を追われることになる。「沢柳事件」と呼ばれるものである。その後、陸軍士官学校の

予備校として名高かった成城学校（現・成城中学校・高等学校）の校長に就任。   

1917 年 4 月 4 日、成城学校内に新教育の実験校として、成城小学校を創立した（成城学園

の起源）。ここに広島から、長田新の推薦により小原國芳を訓導として招聘し、以来、成

城学校は大正自由主義教育運動の震源地となる。沢柳も 1898 年にドゥ・ガンの『ペスタ

ロッチー伝』を訳したり、1909 年には『実際的教育学』を書くなど、新教育の指導者とし

ての役割を担った。 

1909 年 12 月 21 日、貴族院議員に勅選され、茶話会に属し死去するまで在任した。  

1927 年、国際会議出席のための外遊中に悪性の猩紅熱に罹患し、帰国後の同年 12 月 24 日

に死去した。 

 私は４月３日の朝、成城学園の正門に到着した。当日は土曜日であったが、幸い

門は空いていた。その写真を、次ページの図２上に示す。門外から構内を見ると、

正面に胸像が見えた。これが澤柳像であろう。正門の守衛所には、数人の守衛とお

ぼしき人々がいた。私はその一人に恐る恐る「澤柳先生の銅像を拝見してもよろし

いでしょうか？」と尋ねた。彼は快く「いいですよ」と答えてくれたので、安堵し

た。私は「流石に名門校の守衛さんは心豊かだ」と思った。本像に近寄って撮影し

た写真を図２下に示す。 

（本文は、５ページに続く。） 

http://masaniwa.web.fc2.com/RW-109.pdf
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図２． 
上：成城学園正門、 
下：澤柳政太郎像。 
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 銅像の側面や背面、それに台座にも銘文が書かれていた。それらを図３に示す。 

  

  

図３． 
上左：本像台座正面の銘

板、 
上右：本像背面の彫文、 
下左：本像側面の署名、 
下右：台座背面の彫文。 
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 浅学の私には、上記の銘文で読めない文字が多い。図３上左の本像台座正面の銘

板は、「■■乃父澤柳先生」としか読めない。図３上右の本像背面の彫文は「発起

人成城高等学園父母有志一同昭和四年四月」と読める。図３下左の本像側面の署名

は、解読不能である。図３下右の台座背面の彫文から、「本像の建立は昭和四年六

月」と分かる。 

 なお、３）のサイト/fには、図４にように書かれている（筆者は当寺の学長・梅

根 悟先生）。和光大学の澤柳像が成城学園の澤柳像と同型であれば、後者の制作者

も北村西望であることになる。これは、今後の課題である。（現在は、武漢肺炎の

猖獗のため、和光大学は部外者の立ち入りが禁止である。） 

 

 以上の資料より、成城学園の澤柳像の概要は次の通りである。 

澤柳政太郎先生像 

設置場所：東京都世田谷区成城 6 丁目 1-20 成城学園正門奥 

設置時期：1929 年 6 月 成城高等学園父母有志一同により建立 

制作者：不明 

制作時期：1929 年 4 月 発起人は成城高等学園父母有志一同 

設置経緯（成城学園中学校高等学校の学校紹介より）： 

明治期の教育革新に大きく貢献した澤柳政太郎（1865.5.17- 1927.12.24）が、大いなる

理想を求め成城小学校を設立したのは 1917 年。子供たちの自発的な活動を大切にした教

育は保護者の支持を受け、設立 10 年の間に小学校・中学校・高等学校を擁する総合学園

へと発展していきました。生徒・教職員・保護者を総動員して水田を干拓し運動場（現在

の第１グラウンド）を整備、1927 年には全学園総合体育大会が行われ、生徒から募集して

いた校歌の入選作が発表されました。作詞の鳥居英造氏、作曲の深野明雄氏は共に当時高

等科２年生。生徒自らが作った校歌は創立１００年を迎えようとする今もなお歌い継がれ

ています。「自学自習」「自治自律」を核に据え、真理の研究を説いた澤柳政太郎の教育

精神は、幾多の年月を重ねて学園の風土となり、今も息づいています。１００年の伝統を

礎とする本学園の教育理念は、ここに集う一人ひとりの生徒が「真・善・美」の調和を高

め、自ら考え行動する力を育むため、これからもその力を発揮していきます。 

図４．和光大学の澤柳像に対

する、３）のサイト/fの説明 

https://www.wako.ac.jp/pdf/wakocircle/fukei-no3.pdf
https://www.wako.ac.jp/pdf/wakocircle/fukei-no3.pdf
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（４）吉祥寺駅北口駅前広場の「ゾウのはな子像」 

 本像は大変有名な銅像で、１）のサイト/には勿論収録されている。しかし、本像

の基本情報（制作者、建立時期、設置経緯など）が全く書かれていないので、澤柳

像探索のついでに、本像も探索した次第である。 

 私が住んでいる大泉学園町からは、吉祥寺駅北口行の直通バスが出ているので、

吉祥寺駅にはよく行っている。しかし、駅前ではな子像を見たことがない。今回、

本像を探索しようと思い、北口駅前広場で探してみても、本像がなかなか見つから

なかった。本広場の周辺地図を図４に示す。 

 

 

図４．吉祥寺駅北口駅前広場の周辺地図 本図は、４）のサイト/より借用。 

 

本像をやっと見つけて気が付いたことは、本像が予想より驚くほど小さかったの

である。カバにはコビトカバという小型種があるが、本像は「コビトゾウ」とでも

言える小さい像であった（高さは 1.5ｍしかないそうである）。本像の写真を次ペ

ージの図５上に示す。本像の台座に貼られていた銘板を図５下に示す。それには

「井の頭自然文化園で愛されたゾウのはな子」と記載されていた。 

本像の前には、案内板が設置されていた。その写真を９ページの図６に示す。ま

た、５）のサイト/には、本像の設置経緯が次のように書かれている。 

2016 年 6 月に国内最高齢の 69 歳で死んだアジアゾウ「はな子」の銅像が完成し、（2017

年の）5 月 5 日、東京の JR 吉祥寺駅北口ロータリーに設置された。銅像は全長 2.5ｍ、高

さは 1.5ｍ（実物の 1/2 サイズ）。原型を制作したのは美術家の笛田亜希、鋳造は富山県

高岡市の梶原製作所が行った。笛田は 1974 年に武蔵野市で生まれ、幼い頃から井の頭公

園に通い、「物心つく前から、身近なところにはな子がいた」。東京藝術大学大学院を修

了後、銀座・村越画廊などでの個展を中心に多様な作品を発表している。 

https://douzou.guidebook.jp/
https://ogulog.com/2020/01/25/kichijyoji-coffee-shop/
http://www.art-annual.jp/news-exhibition/news/66414/
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図５．上：吉祥寺駅北口駅前広場の「ゾウのはな子像」、下：本像台座の銘文。 

 

以上の資料などより、本像の概要は次の通りである。 

ゾウのはな子像 

設置場所：東京都武蔵野市 吉祥寺駅北口駅前広場 

設置時期：2017 年 5 月 5 日除幕式 

制作者：笛田亜希（原型）、高岡市梶原製作所（鋳造） 

設置経緯：本像横の案内文より 
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はな子は、東京都井の頭自然文化園で飼育されていたアジアゾウです。平成 25（2013）年

に国内の長寿記録を更新しましたが、平成 28（2016）年 5 月 26 日、およそ 69 年にわたる

生涯を閉じました。昭和 24（1949）年、推定 2 歳の幼いゾウは、戦争で傷ついた日本の子

どもたちの心をいやすため、タイ王国から上野動物園にやってきました。戦争中に猛獣処

分の対象となった同じゾウの「花子」の名前にちなみ「はな子」と命名されました。はな

子は移動動物園として都内を巡回していました。そこではな子を見た市民からの熱烈な要

望の結果、昭和 29（1954）年に井の頭自然文化園にやってきました。その後が「小さな動

物園の大きなゾウ」として市民とともに歩みながら地域のシンボルとなり、人々に愛され

ました。その大きなはな子の足跡は、今後も多くの人々に語り継がれていくことでしょう。 

平成 29（2017）年 5 月 吉祥寺「はな子」像設置実行委員会 

 

 

図６．本像横の案内文 
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参考資料 

１）のサイト：https://douzou.guidebook.jp/ 

２）のサイト：http://www.chintai-raymond.jp/entry/341049/ 

３）のサイト：https://www.wako.ac.jp/pdf/wakocircle/fukei-no3.pdf 
４）のサイト：https://ogulog.com/2020/01/25/kichijyoji-coffee-shop/ 

５）のサイト：http://www.art-annual.jp/news-exhibition/news/66414/ 

  

https://douzou.guidebook.jp/
http://www.chintai-raymond.jp/entry/341049/
https://www.wako.ac.jp/pdf/wakocircle/fukei-no3.pdf
https://ogulog.com/2020/01/25/kichijyoji-coffee-shop/
http://www.art-annual.jp/news-exhibition/news/66414/

