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第 16 回 徳島乱歩（その１：五宝翁太郎先生の銅像） 

筆者：林 久治 （記載：2016 年 10 月 27 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。 

 私のメル友「HARUKO さん」は、「HARUKO の部屋」というサイトを開設して

いる（１）のサイト/l）。彼女のサイトは国内外の旅行記などを掲載し、掲示版の対

応も親切で、上品なサイトとして人気がある。このサイトには、「行きあたりばっ

たりの銅像めぐり」という欄があり、国内外の有名な銅像を訪問して、ウィットに

富んだ紀行文を掲載している。HARUKO さんの銅像仲間に「ヒロ男爵」という高貴

な方がおられる。彼のサイト「銅像探偵団」（２）のサイト/）は、日本全国の銅像

をすべて制覇することを最終目的としているそうである。 
 そこで、偏屈老人の私（筆者の林）としては、「銅像探偵団」にはない銅像を意

地でも探してやろう、と言う気持ちになっている。出来れば、全くバージンの銅像

を発見して、ヒロ男爵に「ギャフン」と言わせたいのであるが、それはなかなか困

難である。そこで次善の策として、ネット上に掲載されている銅像の中で、「銅像

探偵団」にはない銅像を「ヒロ男爵」に伝達することも、私の「乱歩」の対象とし

ている次第である。 

 本年の 10 月に、私は徳島の実家に久しぶりに帰郷したので、「銅像探偵団」には

ない銅像を徳島で探索することも、今度の徳島乱歩における目的の一つとした。今

回と次回に、私の探索結果を報告する。今回は、「五宝翁太郎先生」の銅像を紹介

する。 
 
（２）徳島市二軒屋地区 
 五宝翁太郎先生の銅像は、徳島市南二軒屋町 2丁目 4-55 にある徳島県立徳島視覚

支援学校（旧・徳島県立徳島盲学校）の校庭に建立されている。私のＨＰ（林久治

のＨＰ）では、徳島市二軒屋地区をしばしば紹介して来た。先ず、私が紹介して来

た二軒屋地区の記事の概要を以下に記載する。次ページの図１に示すように、二軒

屋地区は徳島市街の南部にある「ＪＲ二軒屋駅」の周辺で、江戸時代から戦前まで、

徳島市街への南の入口として大いに栄えた。なお、二軒屋には遊郭もあったそうで

ある。 
林芙美子（1908-1951）の母親は一時、徳島市二軒屋町で、旅人宿を営んでいた

（第 35 回の記事/f）。芙美子の名作「放浪記」で、芙美子は「あんまり昨日の空が

青かったので、久しぶりに、故里が恋しくて、私は無理矢理に汽車に乗ってしまっ

た。今朝はもう鳴門の沖だ。」と書いている。これは、1925 年の 12 月の日記であ

る。ここで「故里」とは、徳島市二軒屋町の旅人宿（図１の⑤地点）のことである。

なお、私（筆者の林）と林芙美子との間には、何ら血縁関係はありません。（本文

は、３ページに続く。） 

http://www.japanprobe.com/2007/12/13/fearless-mouse/
http://cosmos.moo.jp/index.html
http://www.geocities.jp/douzouz/
http://www015.upp.so-net.ne.jp/h-hayashi/D-35.pdf
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図１．徳島市中心部と二軒屋地区の地図 ①はＪＲ二軒屋駅、②は徳島県立徳島視

覚支援学校（旧・徳島県立徳島盲学校）、③は徳島県立城南高校（旧・徳島中学）、

④はモラエスの旧宅（第８回の記事/f、第 11 回/の記事/f）⑤は林芙美子の旧宅（第

35 回の記事/f）、⑥モラエス、おヨネ、コハルの墓がある潮音寺（第 13 回の記事

/f）、⑦眉山（第 34 回の記事/f）⑧徳島城址（第 41 回の記事/f）⑨私（筆者の

林）の実家があった通町。 

① 
② 

③ 

④ 

⑤ 
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⑦眉山 

⑧ 
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徳島市中心部 
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http://www015.upp.so-net.ne.jp/h-hayashi/D-8.pdf
http://www015.upp.so-net.ne.jp/h-hayashi/D-11.pdf
http://www015.upp.so-net.ne.jp/h-hayashi/D-35.pdf
http://www015.upp.so-net.ne.jp/h-hayashi/D-35.pdf
http://www015.upp.so-net.ne.jp/h-hayashi/D-13.pdf
http://www015.upp.so-net.ne.jp/h-hayashi/D-13.pdf
http://www015.upp.so-net.ne.jp/h-hayashi/D-34.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/D-41.pdf
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 林芙美子の母親が、二軒屋町で旅人宿を営んでいた頃、ポルトガル人・モラエス

（1854-1929、徳島在住は 1913-1929）が徳島市伊賀町（図１の⑤地点）の借家で一

人暮らしをしていた。私はモラエスの著書の多くを紹介し、彼の徳島での足跡を辿

る記事を沢山書いた。（モラエス関係の記事は、第８回の記事/f、第 11 回/の記事/f、
第 13 回の記事/f、第 34 回の記事/f、第 41 回の記事/fなどをご覧下さい。） 
 
（３）五宝翁太郎先生と徳島の盲聾唖教育（林の脚注を青文字で記載する。） 
 林芙美子の母親とポルトガル人・モラエスが徳島市二軒屋地区で慎ましく生活し

ていた頃、一人の教育者が徳島市で地道な努力を重ねていた。茨城大学の加藤康昭

先生の論文（３）のサイト）には次のような記載がある。 

徳島市の小学校訓導五宝翁太郎は 1894 年（明 27）のころ，「唖児 1 名同校（新

町小学校）に入学し来たり同僚某の担任となりしを，傍観坐視するを忍びず毎日放

課後より該児を引取って」その祖父の付添いのもとに教育に苦心し，ややその効を

え，さらに 1901 年聾児 5 名となり，市内安住寺の一室を借り，これが私立徳島盲

唖学校に成長した。 

五宝翁太郎先生と徳島の盲聾唖教育の略歴を、以下に年表で簡潔に記載する。

（４）のサイト/6、５）のサイト、６）のサイト/、７）のサイト/9を参照） 

1863年 翁太郎（おうたろう）が誕生。幼少期に五宝家の養子となる。養父は

眉山の山裾にある八幡神社などの宮司であり地主であった。 
1890.4.1  五宝、新町小学校に訓導として赴任。 

1894.10.4 五宝、徳島市寺町安住寺において盲唖生徒数名を集め特別指導を行う。 
1906.12.1 五宝、徳島県知事の認可を得て私立徳島盲唖学校を設立する。 
1908.4.1  文部省訓令第６号に基づき，師範学校附属小学校に盲唖学級を置き， 

授 業を開始する。渡遁千治郎校長、小林隆助主事、五賓翁太郎訓導。 
1931.3.22 文部大臣の認可を得て、徳島県立盲唖学校が設立。 

1931.4.22 五宝、初代校長に任命される。授業を開始。 
1933.1.6  名東郡八万村（現在の南二軒屋町）に新校舎完成。 
1935 年  五宝翁太郎先生の胸像、校舎内に建立（戦時中、供出となる。） 
1939 年  五宝翁太郎先生、死去。 
1948.4.1  義務制実施される。盲学校と聾学校が分離し徳島県盲学校となる。 
1949.6.27 徳島県立聾学校は徳島市中徳島町に移転。 
1957.1   五宝翁太郎先生の２代目胸像、除幕式。 

2014.4.1  徳島県立盲学校、「徳島県立徳島視覚支援学校」と校名変更。 
（なお、同日、徳島県立聾学校は「徳島県立徳島聴覚支援学校」と校名を変更し、

南二軒屋町に移転。） 
2014.11.7 両校の統合を記念して、五宝先生の銅像除幕式が改めて行われた。 

 

 

http://www015.upp.so-net.ne.jp/h-hayashi/D-8.pdf
http://www015.upp.so-net.ne.jp/h-hayashi/D-11.pdf
http://www015.upp.so-net.ne.jp/h-hayashi/D-13.pdf
http://www015.upp.so-net.ne.jp/h-hayashi/D-34.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/D-41.pdf
http://tokushikaku.tokushima-ec.ed.jp/index.php?key=jopwy7yq9-206
https://tokushikaku.tokushima-ec.ed.jp/
http://tokuchou.tokushima-ec.ed.jp/index.php?key=jo1y85zma-19
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（４）五宝翁太郎先生の胸像を訪問 
 私（筆者の林）は本年 10 月に、徳島の実家に帰郷した。その際、10 月 16 日に徳

島市南二軒屋町 2丁目 4-55 にある徳島県立徳島視覚支援学校に行き、五宝翁太郎先

生の胸像を訪問した。構内には、徳島県立徳島聴覚支援学校も併設されていた。校

門と玄関の写真を、図２に示す。五宝翁太郎先生の胸像は、玄関に向かって右側の

校庭にあった。先生の胸像全体を図３に示す。天候は曇りで、先生の胸像は南向き

なので、比較的良い写真が撮影できた。（本文は、６ページに続く。） 

  
図２．徳島県立徳島視覚支援学校および聴覚支援学校 左：校門、右：玄関 

 
図３．玄関に向かって右側の校庭にある五宝翁太郎先生の胸像（全景） 
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図４．五宝先生胸像 
上：胸像正面 
下左：台座の正面に

「五寶先生像」との

銘がある。 
６）のサイト/によれ

ば、筆は 1957（昭和

32）年当時の「徳島

県知事・原菊太郎」

（在任：1955-

1965）である。 
下右：胸像の背中 
６）のサイト/によれ

ば、背中には，「昭

和三十年秋」と刻ま

れている。胸像の作

者は，「二十四の瞳

群像」の作者「矢野

秀徳」である。 

https://tokushikaku.tokushima-ec.ed.jp/
https://tokushikaku.tokushima-ec.ed.jp/
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 図４には、五宝先生の胸像のクローズアップと、台座の銘と背中のサインを示す。

６）のサイト/によれば、台座の銘は、1957（昭和 32）年当時の「徳島県知事・原

菊太郎」（在任：1955-1965）の筆である。背中には，「昭和三十年秋」と「矢野秀

徳作」と刻まれている。その他、五宝先生の経歴や業績を説明する表示は見当たら

なかった。私は「それらを示す碑か、説明板を胸像の傍に設置すべきである」と思

う。 

 
 
（５）リオ・パラリンピックと城南高校野球部 

  
図６．左：支援学校の掲示板、右：城南高校の石碑。 
 
 私が五宝先生の胸像を見に行った時、支援学校の掲示板に図６左のようなポスタ

ーが貼ってあった。同校の関係者の藤本選手と正木選手が、本年のリオ大会で銅メ

ダルを獲得したらしい。それから、支援学校の隣に大きな学校があり、そこでは日

曜日にもかかわらず大勢の野球部員が大声を上げて練習していた。隣の学校を覗き

込むと、図６右のような円形の石碑があった。その銘文から、この学校は「徳島県

立城南高等学校」であることが分かった。これらを契機として、支援学校のパラリ

ンピックでの活躍と、城南高校の甲子園での活躍を、以下に簡単に紹介する。 

図５．矢野秀徳氏（丸亀市のＨＰより） 
８）のサイト/lによれば、矢野秀徳（ひでのり：1907-

1996）氏は丸亀市出身の彫刻家で、東京美術学校彫刻科

卒業。小豆島にある「二十四の瞳群像」が有名である。

なお、一部のサイトには「矢野氏は文化功労者の受賞者

である」との記載があるが、氏の賞は国の賞ではなく、

丸亀市の賞である（1997 年 11 月４日、受賞）。 

 

https://tokushikaku.tokushima-ec.ed.jp/
http://masuda901.web.fc2.com/page07tkx08.html
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（5-1）藤本聡選手（９）のサイト/lの紹介が詳しい。1975 年８月２日生） 
 私（筆者の林）は 1960 年に徳島県立城北高校を卒業して東京の大学に入学した。

それ以来、私は 56 年間東京に住んでいるので、最近は郷里・徳島との関係が疎くな

ってしまった。私は藤本選手のことを今回まで全く知らなかったが、藤本選手は徳

島では有名人であったのだ。藤本選手は超イケメンの上に、2004 年のアテネ大会で

パラリンピック三連覇を達成し、同年徳島県民栄誉賞を受賞している。 

 

 藤本選手は徳島市の出身。先天的に視力に障害があり、現在では左は視力が 0に

近く、右も矯正して 0.1 くらい。5才のときに柔道を始める。1997 年 3 月、徳島県

立盲学校高等部専攻科理学療法科卒業。医療法人青嵐会・七條整形外科に理学療法

士として勤務。1998 年 4 月徳島県立盲学校実習助手、2004 年 4 月同校実習助手兼助

教諭、同校の柔道部顧問。1996 年アトランタ大会、2000 年シドニー大会、2004 年

アテネ大会でパラリンピック柔道 66kg 級で三連覇を達成し、同年徳島県民栄誉賞を

受賞する。2008 年北京大会では四連覇が掛かっていたが、決勝で惜しくも敗退し銀

メダルに終わった。2012 年ロンドン大会では国内予選で敗退。このとき、40 才の藤

本選手は引退を考えたそうだ。しかし、2020 年の東京大会決定も藤本選手が引退を

辞めた理由の一つとなり現役を続行、2016 年リオ大会では銅メダル獲得。 

（5-2）正木健人選手（1987.8.9-） 

 

図７．本年のリオ・パラリンピック大会で銅メダル

（柔道 66kg 級）を獲得した藤本聡選手 

本年のリオデジャネイロ五輪バドミントン女子ダブ

ルスで金メダルを獲得した松友美佐紀選手（２４）

＝徳島県藍住町出身＝への県民栄誉賞が、９月 26 日

に徳島県庁で贈呈されたそうである。松友選手が 13

件目で、初回は甲子園で夏春連覇した池田高校野球

部に贈呈されたそうである。宮城県のＨＰでは、宮

城県の名誉県民と県民栄誉賞受賞者の氏名と経歴・

業績が記載されている。所が、不思議なことには、

徳島県のＨＰにはそれらの記載が全くない。 

図８．リオ大会での正木健人選手 

正木選手は兵庫県南あわじ市出身。生ま

れつき弱視で色の識別は出来なかったも

のの、視力は 0.08 程あったので日常生活

にそれほど支障はなかったという。身長

191cm、体重 150kg。2016 年現在はエイベ

ックスに所属している。 

http://olm2020.jp/423.html
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 正木選手は、天理大学に入学して柔道部に入部したが、4年になると視力が 0.03

まで下がり、大学の単位取得や就職活動が難しくなった。その時、バルセロナパラ

リンピックの柔道 95kg 級で金メダルを獲得した徳島県立盲学校の高垣治教諭に出会

った。教諭から「あん摩マッサージ指圧師の資格を取得する勉強をしながら、ロン

ドンパラリンピックを目指さないか」と誘われたことにより、正木選手は大学を中

退して徳島県立盲学校に入学した。 

正木選手は、2012 年ロンドンパラリンピックの柔道 100kg 超級に初出場すると、

準決勝で技ありの優勢勝ちだった以外は全て一本勝ちして優勝を果たした。 この金

メダルが評価されて兵庫県スポーツ賞の特別選手賞を受賞。正木選手は藤本選手を

超える４連覇を目指していたが、右膝のケガの影響などもあってリオ大会では銅メ

ダルに終わった。 

（5-3）徳島県立城南高等学校の甲子園での活躍 

私は徳島県立城北高校を卒業したので、今回始めて城南高校を訪問した。私の義

兄は、旧制の徳島中学に入学して新制の城南高校を卒業している。義兄は城南高校

のバンカラな校風が気に入り、彼のサイトで城南高校の思い出を沢山書いている。

（10）のサイト/に入り、「城南高校」とサイト内検索を行って下さい。） 

硬式野球部に関しては、城北高校は弱小チームで県予選の１－２回戦で敗退する

ことが多い。一方、強豪チームのひしめく徳島県で、城南高校は毎年健闘している。

しかし、準決勝や準々決勝で敗退することが多く、今までに実力で甲子園に進出し

たことはない。 
2011 年度選抜高校野球の 21 世紀枠に、徳島城南高校が選出された。この選出に

対して、ネット上で次のような質問があった。「２１世紀枠、予想では西日本は宮崎

の西都商業が有力視されていましたが、城南高校が選ばれました。これは、城南高校のＯ

Ｂである前官房長官兼売国奴の仙谷由人が高野連に圧力をかけたからというのはホントで

すか？自らの失政のせいで、徳島県産品の不買運動まで起こってる状況を改善するため、

城南高校センバツ出場をごり押ししたというのはホントですか？」 

上記の質問に対して、次のような回答があった。 

私が見るところ、21 世紀枠を簡単に説明すると、「僻地にあるとか、男子生徒が少ない

とか、典型的な進学校の理由で、世間の常識では”とても甲子園に出場できそうにもない

学校”が、秋の地方大会で”思いもよらぬ活躍をみせて、あともう少しで甲子園出場に届

きそうな成績を残した”場合に、「一押ししてあげて夢を叶えてあげよう」という措置で

す。 

 西都商業も部員 12 人という野球部そのものにわかりやすいハンデがあり、21 世紀枠の

有力候補と巷で言われていましたが、実は城南高校は、”西都商業以上に”と言っていい

ほど、21 世紀枠の選考基準に深く合致する学校です。 

 城南高校は今回の選出で創立 113 年目で春夏合わせて初めての甲子園出場です。典型的

な公立の進学校でスポーツに力を入れる土壌がなくグランドは狭く、野球部が強くなれる

要素がまるでありません。多分、今チームはよほど良い投手に恵まれたのでしょう。 

1972 年に徳島県に総合選抜制度が導入されるまでは城南高校は県下で唯一といっていい

ほどの進学校でした。その為昭和 30 年度以前に生まれた徳島県出身の高学歴者の大半が

城南高校出身です。仙谷氏はそのような人達のうちの一人に過ぎないと言えるでしょう。 

第 83 回選抜高等学校野球大会において、城南高校は１回戦で強豪・兵庫報徳学園

に８対５で快勝したが、２回戦でこれも強豪・鹿児島実業に２対７で敗退した。21

http://weddson.my.coocan.jp/
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世紀枠の高校が甲子園で勝利することは非常に困難で、初戦突破の城南高校は大い

に評価される。蛇足であるが、「件の仙谷君」は私の大学の４年後輩である。彼の

写真を図９に示し、彼と彼のご母堂との思い出を、図９の説明文に記載する。 
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図９．仙谷由人氏（1946.1.15-） 

私は高校時代に、仙谷君のご母堂から世界

史の授業を受けた。私が世界史に興味を持つ

ようになったのは、仙谷先生のお蔭である。

ご子息の仙谷君は、私の４年後に同じ大学に

入学して来た。大学の徳島県人会で、私は仙

谷君によく会っていた。そこで、彼は「僕は

赤い弁護士になるのだ！」と豪語していた。

仙谷君は、1990 年の総選挙で徳島全区から

社会党公認で初当選した。私を含めた多くの

徳島県民は「仙谷君が日本政治を改革する」

ことを大いに期待していた。しかし、民主党

政権時代の仙谷君は、我々の期待を無残に裏

切る結果となり、私は大変残念に思ってい

る。 
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