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第 173回 奈良市のホセ・ラウレル像と越智宣哲像 

               筆者：林 久治（記載：2021 年 11 月 12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。 

武漢肺炎による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。東京五輪―パラの開催期間には、東京都の感染者数は 4-5千人/日と

なったが、閉会すると二千人以下に収まっている。やはり、五輪の影響が絶大だっ

たのは明白である。 

７月に入り、私と家内は２回目の接種後から２週間が経過したので、 7 月 29 日

から８月 5 日まで大阪に滞在して、9 ケ月ぶりに孫達と再会することが出来た。こ

の時期は、武漢肺炎は猖獗を極めていたので、外出を出来る限り自粛していた。そ

れでも、京都市壬生寺の近藤勇像や大阪市中央区のハラタマ像などを探索し、162

回の記事/f と 163回の記事/fとにそれらの探索記を記載した。 

10月 10 日以来、東京都での患者数は 100 人/日以下になり、10 月 28日以来は 11

月 9日まで 30人/日以下を保っている。このような急激な減少は好ましいが、原因

を解明して今後のリバウンドに備えなえればならない。このような感染状況を考慮

して、私と家内は 10 月 31日から 11月 9 日まで大阪に滞在した。私はこの機会を利

用して、銅像探索を出来る限り決行した。今回は、奈良市の銅像探索の探索記を記

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）奈良市での交通 

 私は過去に奈良へ何回も行っているが、いずれも大仏殿、正倉院、奈良国立博物

館などの典型的な観光地であった。それらの場合は、大阪から近鉄奈良駅に行き、

そこから徒歩で行っていた。しかし、奈良市内の各地を探索する場合には、すべて

歩いていては時間がかかるので、適当にバスを利用するのが便利である。今回は、

奈良交通の市内循環バスを利用した。その路線図を次ページの図１に示す。 

 奈良市内循環バスの利用方法は、２）のサイト/2に詳しく記載されている。循環

バスは「黄色」一色となっており、時計回りの「外回り」（２系統）と、反時計回

りの「内回り」（１系統）があり、約 15 分間隔で運行されている。 

https://douzou.guidebook.jp/
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-162.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-162.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-163.pdf
https://narakanko-enjoy.com/?p=11552
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図１．奈良市内循環バス（黄色の路線） 本図は３）のサイト/1 より借用。 

 

（３）志賀直哉旧居の志賀直哉像 

2020年１月に武漢肺炎騒動が勃発する前までに、私は「奈良市に興味ある銅像が

沢山ある」ことを調査済であった。しかし、武漢肺炎が猖獗したので、奈良での銅

像探索を自粛していた。今回、猖獗が下火になったので、奈良での銅像探索を決行

することとした。４）のサイト/lには、「奈良市・志賀直哉旧居に志賀直哉の胸像

がある」と写真付きで記載されていた。本像は１）のサイト/に収録されていないの

で、今回の探索の第一目標とした。旧居付近の地図を図２に示す。 

 

図２．志賀直哉旧居付近の地図 

本図は、５）のサイト/lより借用。 

https://twitter.com/VisitKyotoNara/status/836469740272943104/photo/1
http://burari2161.fc2web.com/siganaoya.html
https://douzou.guidebook.jp/
http://www.nantokanko.jp/isan/547.html
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 私は、11 月 5日の午前 9時頃に北千里の息子宅を出発し、近鉄難波駅から 9時 56

分発の奈良行き快速急行に乗車した。京都や神戸行きの特急電車と違って、奈良行

きの急行は大変空いていた。10時 40分頃に近鉄奈良駅に到着し、そこから外回り

循環バスに乗り、15 分ほどで「破石町」のバス停で降りた。図２が示すように、バ

ス停から旧居までは徒歩約 10分であった。 

 

図３．志賀直哉旧居（奈良市高畑大道町） 

 

 ５）のサイト/lは、奈良市の志賀直哉旧居の由来を次のように書いている。 

若草山、春日山、御蓋山（みかさやま）、高円山の麓に広がる閑静な高畑町。かつては春

日大社に勤める神職の方々などが暮らしの中心とした土地です。明治時代から昭和にかけ

て活躍し、近代文学の最高峰と評される白樺派の作家・志賀直哉（1883-1971）は、大正 14

年に奈良に移り、昭和 4年（1929）、高畑町に伝統的な木造住宅を新築・転居します。そ

れは自ら設計の筆をとって建てたこだわりの住まいでした。家族とともにこの家に暮らし

た直哉は、この家で長編作品『暗夜行路』を完成させ、9年間を過ごします。 

 私は 300 円の入場料を支払って旧居を見学し、直哉の銅像を探したが、どこにも

発見出来なかった。そこで、受付のオバサンに「志賀直哉の胸像は何処にあります

か？」と聞いてみた。「ありません」との答えなので、すごすごと退散した。なお、

志賀直哉や彼の旧居の紹介は、４）のサイト/lや５）のサイト/lが優れている。 

 

（４）奈良ホテルのホセ・ラウレル像 

 私は、６）のサイト/などで、奈良ホテルにホセ・ラウレル像が設置されているこ

とを調査済であった。本像も、１）のサイト/に収録されていないので、志賀直哉旧

居から奈良ホテル（奈良市高畑町 1096）に向かった（図２を参照）。徒歩で約 20

分であったが、秋の日差しの下を歩いて汗だくになった。 

http://www.nantokanko.jp/isan/547.html
http://burari2161.fc2web.com/siganaoya.html
http://www.nantokanko.jp/isan/547.html
https://sabasaba13.exblog.jp/26684483/
https://douzou.guidebook.jp/
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図４．奈良ホテルの本館玄関 

 

 奈良ホテル玄関の写真を図４に示す。本ホテルの外観は和風であるが、内部は西

洋スタイルで、もちろん奈良県で随一のホテルである。ウィキペディアによれば、

本ホテルの概要は次の通りである。 

奈良ホテルは、1909 年（明治 42 年）10 月に営業開始したホテルである。本館は辰野金吾、

片岡安の設計による。第二次世界大戦前には国営（鉄道院→鉄道省直営）の時代が長く、

近畿において国賓・皇族の宿泊する迎賓館に準ずる施設としての役割をになっていた。こ

のため「関西の迎賓館」とも呼ばれる。今日でも著名人が多く宿泊し、皇族の奈良宿泊の

際にはこのホテルが利用されることが専らである。1935 年 4月に国賓として訪日した満州

国皇帝溥儀の宿泊に際しては、高価な調度品や美術品が買い揃えられた。皇族・国賓など

の食事の際に供される食器がこの時に新調され、特にディナーセットなどの磁器について

は当時の最高級品が大倉陶園に特注された。1945 年 9月 28 日、本ホテルはサンフランシス

コ講和条約発効後の 1952 年 6 月 30日の解除まで連合軍に接収されることとなった。この

際、白木仕上げの内外装が不潔であるとして米兵によって危うく全館ペンキ塗り潰しにさ

れるところであったが、当時の日本側支配人が必死で本ホテルの来歴を米軍担当指揮官に

説明して説得し、欄干など直接手が触れる部分を朱塗りとし、従業員スペースの内装をペ

ンキ塗り潰しとすることで由緒ある本館主要部を守った、というエピソードが残された。 

いやはや、ヤンキー共は何んとまあ野蛮で無知蒙昧であったのだろうか！本ホテ

ルの紹介は６）のサイト/が優れている。本ホテル応接室の奥まった角に、お目当て

のラウレル像が設置されていた。その写真を次ページの図５上に示す。暗い場所に

設置されていたので、鮮明な写真が撮れなかった。図５下には、本像の台座正面に

貼付さていた銘盤を示す。なお、私はここで神戸大学の加藤肇名誉教授に 4年ぶり

にお会いして、募る話をし、当ホテルの絶品昼食を御馳走していただいた。感謝、

感謝。（本文は、６ページに続く。） 

https://sabasaba13.exblog.jp/26684483/
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図５．上：奈良ホテルのホセ・ラウレル像、下：本像の台座正面に貼られた銘文。 
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 本像の台座正面に貼られた銘文には、次のように書かれていた。 

Dr. Jose P. Laurel, President, Second Philippine Republic stayed in this 

Hotel with his wife and children from June 9th to September 15th 1945.   

Died November 6, 1959 at the age of 68, remained one of the most venerated 

leaders of the Filipino people.  March 9, 1969 

６）のサイト/は、奈良ホテルにラウレル像がある由来を次のように書いている。 

ラウレルの胸像もありましたが、彼も宿泊したのですね。ちなみに、太平洋戦争下、

フィリピン共和国の大統領であった、ホセ・ラウレル大統領のことです。ラウレル

は、日本の敗戦が濃厚になった 1945(昭和 20)年 3 月に日本へ脱出し、奈良ホテル

で亡命生活を送りました。ラウレルは、その年９月には連合軍に戦犯容疑で連行さ

れるまで、ラウレル一行は奈良ホテルに滞在します。1969(昭和 44)年、ラウレル元

大統領の一家が奈良ホテルに訪れ、亡命生活時に対する感謝の気持ちを込めて胸像

を造りホテルに設置したそうです。 

 ウィキペディアによれば、「フィリピン第一共和国」と「フィリピン第二共和

国」の概要は次の通りである。 

フィリピン第一共和国：フィリピン共和国の設立はスペイン帝国の支配に対するフィリピ

ン独立革命の絶頂である。1898 年 6 月 12日、フィリピン独立宣言がなされ、6月 23 日に

フィリピン大統領エミリオ・アギナルド（1868-1964）を首班とする革命政権が独裁支配に

取って代わった。だが、米西戦争の勝利でフィリピンを獲得したアメリカ合衆国はフィリ

ピンの独立を認めず、フィリピン第一共和国はアメリカとの激しい戦いを行った後（米比

戦争）、アメリカ軍に鎮圧され解体された。1899 年、アメリカ合衆国はフィリピン共和国

を廃し、1946 年に独立を付与するまで占領した 

フィリピン第二共和国：太平洋戦争が勃発し、1942 年 1月 2日に日本軍がフィリピンに上

陸すると、アメリカ合衆国の植民地であるフィリピン・コモンウェルスのマニュエル・ケ

ソン大統領は、首都マニラを無防備都市であると宣言し、ホルヘ・B・ヴァルガスをマニラ

市長として残して脱出した。日本軍はコレヒドール島の戦いの後、1942 年 5月 6 日にフィ

リピンを完全に制圧した。1943 年 9 月 4日、フィリピン国会議事堂では特別全島代表者会

議（ホセ・ラウレルを中心とする独立準備委員会やカリバピなどで構成）によってフィリ

ピン憲法草案が提出され、9月 7 日に可決された。9月 25日には国会でラウレルを大統領

に選出することが満場一致で可決された。1943 年 10 月 14日午前 9時 45分、マニラの国会

議事堂前広場で独立旗記念式典が盛大に行われた。1943 年 11月 5日には東京で開かれた大

東亜会議に独立国家として参加した。アメリカ軍が再びフィリピンを占領するとフィリピ

ン第一共和国のときと同様に瓦解することとなった。ラウレル大統領らは山下奉文大将の

助言で 1945 年 3月末、命からがらフィリピンを脱出し、台湾経由で日本へ亡命した。同年

8月 15日に日本が降伏すると、その 2日後の 8月 17 日にラウレルは第二次共和国の解散を

宣言した。 

 なお、ラウレル像は直角の壁の前に設置されていたので、本像背面や台座背面を

見ることが出来なかった。従って、そこに書かれている文面は分からず、本像の制

作者は不明である。 

 以上の資料などにより、ラウレル像の概要は次の通りである。 

ホセ・ラウレル博士胸像  

設置場所：奈良市高畑町 1096 奈良ホテル応接室 

制作者：不明 

https://sabasaba13.exblog.jp/26684483/
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設置時期：1969 年 3月 9日  

設置経緯： ホセ・パシアノ・ラウレル・イ・ガルシア（José Paciano Laurel y García、

1891年 3月 9日 - 1959 年 11月 6日）博士は、フィリピン第二共和国の大統領（在職、

1943 年 10 月 14日 – 1945 年 8月 17日）。ラウレル大統領は、日本の敗戦が濃厚になった

1945 年 3月に日本へ脱出し、6月 9日から 9月 15日まで妻子と共に奈良ホテルで亡命生活

を送った。1969年、ラウレル元大統領の一家が奈良ホテルを訪れ、亡命生活時に対する感

謝の気持ちを込めて胸像を造りホテルに設置した。 

 

（５）白藤学園の越智宣哲像 

 私（林）は、2018 年 10 月９日に尼崎市戸ノ内地区に行って、田中幸三郎の銅像

を探索し、その探索記を 67回の記事/fに記載した。本像の台座には、「田中幸三

郎君銅像記」と題する立派な石碑が設置されており、その撰文が越智宣哲という人

物であった。その際に、越智氏の略歴を調べた所、７）のサイト/lに次のような記

載があった。 

越智宣哲（おち・せんてつ、1867-1941）は、漢学者・教育者。奈良山辺村（天理市）の光

蓮寺に生まれる。藤沢南岳門人。山辺村に私塾「正気書院」を開設、のち奈良市内に移転

し夜学部も併設した。その多くの著作は泊園文庫に集められている。南岳墓碑の撰者でも

ある。彼の正気書院は昭和 5 年（1930）に財団法人となり、 同 26 年、学校法人「白藤学

園」となった。現在、白藤学園の経営する奈良女子高等学校に創立者越智の銅像がある。 

ここで、藤沢南岳は大阪私塾「泊園書院（はくえんしょいん）」の中興の祖であ

り、泊園書院は関西大学の源流の一つと言われている。この辺の事情は、次節に解

説する。 

 以上のような経緯で、私は越智像の存在を知った。本像は、１）のサイト/に収録

されていないので、今回の銅像探索のメインイベントとした次第である。しかし、

女子高にある銅像は難関である。アポ無しで訪問すると、門前払いを食う危険性が

多い。そこで、私は今回の大阪行きの前に、東京の自宅から白藤学園に電話をして、

銅像拝観の希望を伝えた。電話に出られた事務長の木内氏に、私は銅像探索の意義

を説明した。何とか彼の了承が得られたので、今回の越智像探索が実現した次第で

ある。 

 奈良ホテルでの銅像探索の後、私は奈良市内循環バス（内回り）を利用して、JR

奈良駅に行った。奈良駅から奈良女子高（奈良市三条宮前町 3-6）までの道順を、

図６に示す。駅から徒歩で約 10分であった。 

 

図６． 

JR 奈良駅と奈良女子高

の周辺地図 

http://masaniwa.web.fc2.com/RW-67.pdf
https://www.kansai-u.ac.jp/hakuen/about/people_archive/1867-1941.html
https://douzou.guidebook.jp/
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 奈良女子高等学校の校舎の写真を図７上に示す。本校は、女子高らしい小振りで

あるが清楚な印象であった。私は約束の 2 時半に、本校の事務室を訪問し、事務長

の木内氏に会い、名刺を交換した。私は「彼は口うるさい老人」と想像していたが、

普通のおじさんであったので安心した。私は彼の案内で、長年待望した越智宣哲先

生の立像を拝見することが出来た。その写真を次ページの図８に示す。 

（本文は、10ページに続く。） 

図７． 

上：奈良女子高等学校の校舎 

下：構内案内図 

① ：越智宣哲像 ①  
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図８ 

上：越智像と孔子堂、 

下左：越智宣哲先生の立像、 

下右：台座の銘盤。 
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 図８上に示すように、越智像は孔子堂の前に設置されていた。台座正面には「創

立者 越智宣哲先生」と書かれた題字があり、台座側面には図８下右に示すような

銘板があり、それには「創立 100 周年記念 1993.10.23」と書かれていた。また、

本像背面には、「富山県高岡市四津井工房」の名前が貼られていた。 

 以上の資料などにより、越智像の概要は次の通りである 

越智宣哲先生立像 

設置場所：奈良市三条宮前町 3-6 白藤学園奈良女子高等学校孔子堂前 

制作者：富山県高岡市四津井工房 

設置時期：1993 年 10 月 23日 創立 100周年記念 

設置経緯：越智宣哲（おち・せんてつ、1867-1941）は、漢学者・教育者。奈良山辺村

（現・天理市）の光蓮寺に生まれる。大阪で藤沢南岳の泊園書院に学ぶ。1893年に山辺村

に私塾「正気書院」を開設、1901 年に奈良市内に移転し夜学部も併設した。その多くの著

作は泊園文庫に集められている。南岳墓碑の撰者でもある。彼の正気書院は昭和 5年

（1930）に財団法人となり、 同 26年、学校法人「白藤学園」となった。現在、白藤学園

の経営する奈良女子高等学校に創立者越智の銅像がある。 

 

（６）泊園書院とは 

 私は近畿地方の出身ではなく住んだこともないので、越智像の存在を知るまで、

泊園書院の名前さえ知らなかった。ウィキペディア（関西大学）には「関西大学は、

江戸時代後期の 1825 年（文政 8 年）、四国高松出身の儒学者、藤沢東畡（1794-

1864）によって大坂市中に開かれた漢学塾「泊園書院」を源流とし、」と書かれて

いる。そこで、私は泊園書院の略歴と、関西大学との関係を調べてみた。 

９）のサイト/lには、「泊園書院とは」と題する次のような記載がある。 

江戸時代後期の文政８年（1825）、繁都大阪に関西大学のルーツの一つとなる私塾――

泊園書院が生まれました。四国高松出身の漢学者藤澤東畡（ふじさわ・とうがい）により

開かれたこの学問所は、その子の南岳（なんがく）、南岳の子の黄鵠（こうこく）および

黄坡（こうは）によって受け継がれ、隆盛をみました。とりわけ幕末から維新期にかけて

名実ともに大阪最大にして最高の学問所として栄えます。この「三世四代」の学統はさら

に黄坡義弟の石濱純太郎によって近代的な東洋学を生み出しました。 

江戸から明治・大正・昭和前期という、日本の近世・近代の激動期をくぐり抜けて続い

た漢学塾はまれです。この間、泊園書院は政界・官界・実業界・教育界・ジャーナリズ

ム・学術・文化・芸術などの分野に数多くの人材を輩出し、大阪の文化・教育と日本の近

代化の発展に大きく貢献しました。また、そのぼう大な蔵書「泊園文庫」は戦後、関西大

学に寄贈され、その人文学とアジア学の礎となりました。「泊園記念会」も関西大学東西

学術研究所内に置かれて毎年記念講座を開き、好評を博しています。 

 以上の説明と関連して、次の事実を指摘しておきたい。 

①庶民に対する公的教育機関がなかった江戸時代や明治初期には、「書院」とか「塾」が

中等及び高等教育機関の役割を果たした。例えば、緒方洪庵が 1838 年（天保 9 年）に大坂

船場に開いた蘭学の私塾「適塾」が有名である。 

②明治中期から後期にかけて、公立の初等教育（小学校）や高等教育（大学）は次第に充

実して来た。しかし、義務教育ではなかった中等教育（旧制中学など）の公的整備は遅れ

がちであったので、その間隙を「書院」や「塾」が補完した。これらの書院や塾の多くは、

私立中学校に転身している。 

https://www.kansai-u.ac.jp/hakuen/about/hakuenshoin.html
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 10）のサイト/fには、「泊園書院（なにわの学門所・関西大学のもう一つの源

流）」と題する解説がある。その中から、藤澤東畡をはじめとする院主の略歴など

を、以下に簡潔に紹介しよう。 

①藤澤東畡（とうがい、1794-1864）は、泊園書院の初代院主、藤澤東畡は四国讃岐の高松

藩香川郡安原村（現：高松市塩江町安原下中村地区）の農家に生まれた。幼い頃から地元

の儒者中山城に師事して荻生徂徠の古文辞学を修め、非凡な才能を示した。23 歳で長崎に

留学して「唐音」（中国語）を学び研鑽を積む。そして文政 8年（1825）、31 歳の時、大

阪に出て淡路町御霊筋西（現：淡路町 5 丁目）に「泊園塾」（のちの泊園書院）を開いた。

東畡は大阪を代表する学者・教育者として活躍し、高松藩から士分にとりたてられた。詩

文や書のほか琴の演奏にも巧みな教養豊かな文人でもあった。幕末には勤皇の志士の慕う

ところとなり、泊園は大阪最大の私塾として栄えた。受講の門人は三千余名にのぼるとい

われる。 

②藤澤南岳（なんがく、1842-1920）は、泊園書院第二代院主。東畡の長子。慶応元年

（1865）、24歳で家督を継いで高松藩の士分に列せられるとともに書院を主宰する。慶応 

4 年（1868）、高松に戻り（泊園書院は閉鎖）、藩の方針を佐幕から勤皇へと劇的に転換

させて藩滅亡の危機を救う。その功により藩主の松平頼聡から南岳の号を賜わった。その

後、明治新政府の出仕要請を断り、明治 6 年（1873）、32 歳の時、泊園書院を大阪船場に

再興する。のち、淡路町 1 丁目に書院を移す。南岳は当代随一の学匠として名声高く、全

国から学生が集まり、書院の黄金期を作った。学んだ門人は五千人を超えるとされ、関西

を代表する文化人として活躍した。 

③藤澤黄鵠（こうこく、1874-1924）は、泊園書院第三代院主。南岳の長子。幼少時から父

南岳の薫陶を受け、16 歳で東京に出て名門の共立学校に学ぶ。その後、清国南京に 2 年間

留学して中国語を学ぶなど見聞を広めた。帰国して南岳引退後の書院経営を引き継ぎ、明

治 41 年（1908）、35 歳のとき衆議院議員に当選する。のち大阪にもどり、自宅で子弟の教

育を行うかたわら南岳の著作を整理し、また大阪府立高等医学校（のちの大阪大学医学

部）嘱託教授の任についた。 

④藤澤黄坡（こうは、1876-1948）は、泊園書院第四代院主。南岳の次子。岡山の閑谷学校

で学んだあと、20歳で東京高等師範学校・国語漢文専修科の第 1 期生となる。卒業後、大

阪にもどって岸和田中学教諭として国漢学を講じ、明治 44年（1911）、36歳のとき南区竹

屋町 9 番地（現：中央区島之内 1 丁目）の泊園書院分院を主宰する。のち南岳が亡くな

り黄鵠が引退した後はここが書院の本院となった。そして義弟の石濱純太郎と協力しつつ

大正・昭和時代の書院を維持した。黄坡は関西大学に長くつとめた。大正 11 年（1922）、

関西大学が大学令により大学（旧制）として認可されると、その予科講師となる。のち専

門部文学科講師、同教授。戦後の昭和 23年（1948）、関西大学最初の名誉教授となった。

漢詩文に巧みで、碑文や顕彰碑を多く撰している。小説家として活躍した藤澤桓夫（たけ

お）はその長子である。なお、1948 年の黄坡死去により泊園書院は幕を閉じた。 

⑤石濱純太郎（1888-1968）は、大阪淡路町の製薬会社・丸石商会の長男として生まれる。

黄坡の義弟。10歳で泊園書院に入り、南岳に学ぶ。東京帝国大学文科大学支那文学科を卒

業後、大阪にもどり黄坡とともに書院の維持、発展につくした。とりわけ語学に天才的な

才能を示し、中、英、独語はもちろん、モンゴル語や満洲語、サンスクリットを理解した。

ロシアのニコライ・ネフスキーとともに西夏語研究の先駆者となったことは有名である。

大阪文化の研究にも貢献している。石濱と関西大学との関係は大正 15 年（1926）、石濱が

専門部講師になったことに始まる。のち法文学部文学科講師。戦後の昭和 24 年（1949）年

には関西大学文学部史学科教授となり、泊園文庫の寄贈、東西学術研究所の創設、文学部

東洋文学科（現在の中国学専修）の開設などに尽力した。関西大学最初の文学博士号取得

者でもある。 

https://www.kansai-u.ac.jp/hakuen/about/asset/hakuenshoin/pamphlet.pdf
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⑥泊園文庫：泊園書院の建物は戦災で焼失するが、その蔵書や収蔵品は幸いに戦禍を免れ、

昭和 26 年（1951） 3 月、黄坡の子の藤澤桓夫（1904-1989）から関西大学図書館に「泊園

文庫」として一括寄贈された。この泊園文庫の寄贈をきっかけとして関西大学内に東西学

術研究所が設けられ、文学部に東洋文学科が開設される。これは当時、本学の理事長だっ

た宮島綱男、文学部教授だった石濱純太郎の努力による。泊園文庫は一万六千点近くにの

ぼる書籍を中心に、東畡・南岳・黄鵠・黄坡および石濱らの自筆稿本類約九百二十余点、

さらに印章百七十余顆、多数の書画を含んでいる。彼ら自身の書入れ本も多い。まさに漢

籍の宝庫であり、近世大阪文化の一大コレクションといえよう。 

以上の説明から、私は次の事項が分かった。 

①藤澤黄坡と石濱純太郎は、関西大学の教壇に立つなどして活躍したので、泊園書院と関

西大学との縁が深まった。 

②泊園書院の閉鎖後、その膨大な資料は関西大学に寄贈され、「泊園文庫」として現在ま

で保存されている。 

③以上のような経緯により、「泊園書院は関西大学の源流の一つ」と考えられているので

あろう。 
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