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第 175回 豊島区の野尻父子像と長谷川良信像 

               筆者：林 久治（記載：2021年 11月 23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。 

10月 17 日以来、東京都での患者数は 50 人/日以下になり、10 月 28日以来は 11

月 9日まで 31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。173回の記事/fでは、奈良市の銅像探索の

探索記を記載した。また、大阪で早川徳次像と石坂泰三像を探索し、その探索記を

前回の記事/fに記載した。 

私は出来るだけ珍しい銅像を見つけることを目指しているが、その方法は企業秘

密なので書くわけにはいかない。数年前に、２）のサイト/で、２基の胸像があるこ

とを見つけた。その記事には像主の名前がなく、本記事以外に本像の記事はなかっ

た。私は「しめた、準処女銅像だ！」と思い興奮した。早速ここに偵察に行ったが、

その時は武漢肺炎の猖獗期であったので、本像を探索することを自粛した。今回、

流行が下火になったので、探索を決行した次第である。本稿は本像ともう 1基の銅

像の探索記である。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）豊島区の野尻父子像 

 ２）のサイト/には、舞台芸術学院（豊島区西池袋 3-5-19）に設置された２基の

銅像が掲載されているが、それらの座主などの情報は一切記載されていない。そこ

で、私は武漢肺炎が下火になった機会に、11月 17日に本像の探索を行った。本院

の周辺地図を次ページの図１上に示す。図１下には、本院の外観を示す。小じんま

りとした建物であった。 

https://douzou.guidebook.jp/
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-173.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-174.pdf
https://www.facebook.com/butaigeijutsugakuin/
https://www.facebook.com/butaigeijutsugakuin/
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 本院の建物に入ると、狭い玄関に受付の窓があり、その横に２基の胸像が設置さ

れていた。受付のお兄さんに交渉をして、撮影した胸像の写真を次ページの図２上

に示す。向かって左側の胸像の台座正面には「野尻徹 北村西望 1948」と記載され

ていた。右側の台座正面には「野尻興顕 小林章 1938」と記載されていた。両像の

背後の壁には、図２下のような説明文が掲示されていた。 

（本文は４ページに続く。） 

図１． 

上：舞台芸術学院の周辺

地図 本図は３）のサイ

ト/より借用。 

（＋）本院の場所、 

下：本院の外観 

https://www.mapion.co.jp/phonebook/M51013/13116/99843021_ipcbl/
https://www.mapion.co.jp/phonebook/M51013/13116/99843021_ipcbl/


3 

 

 

 

図２．上：野尻父子像（左は息子の徹、右は父の興顕）、下：両像の説明文。 
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 両像の説明文には、次のように書かれていた。 

野尻興顕と野尻徹の像 

 早稲田大学に演劇を学んだ野尻徹は、太平洋戦争に学徒兵として招集されるが、1945 年 8

月終戦とともに復員。ただちに豊島区西池袋にスタジオ・デ・ザールを設立。戦後演劇の第

一線で活躍したが 1948年 1月、27才で早逝した。 

 父・野尻興顕は徹の遺志を生かそうと敗戦後 3年という廃墟の中から、1948 年９月同地

に私財を投じて日本で初めての演劇・舞台俳優を専門的に教育する舞台芸術学院を創設した。 

 興顕像：小林章 作、 徹像：北村西望 作 

４）のサイト/には、舞台芸術学院の概略が次のように書かれている。 

①演劇を志したひとりの青年、野尻徹。彼は幸運にも復員し、池袋で演劇活動の拠点、「ス

タジオ・デ・ザール」を開設しました。しかしその志半ば、彼は 27 歳でこの世を去ります。

彼の演劇への「思い」はここで潰えたようにみえました。しかし、彼のあまりにも早い死を

悲しんだ父、与顕は息子の遺志継承を願います。「地に落ちた一粒の麦、徹死して幾百幾千

の舞台人となって実るであろう事を」1948 年 9月 13日、与顕は焼け跡の残る東京・池袋に

演劇を渇望した息子、徹の遺志を継ぐべく、私財を投じ、若者が演劇に打ち込むための場

「舞台芸術学院」を創立しました。以来、半世紀以上の年月が流れ、息子から父へと継承さ

れた「思い」＝「一粒の麦」は、俳優、声優、歌手、ダンサー、演出家、劇作家…わが国の

文化芸術を支える幾百幾千のアーティストとなって実りました。かつて交わされた一組の親

子の誓い。「思い」を受けとめ、願い、育む。すべてはここから始まり、そして今も受け継

がれています。 

②舞台芸術学院とは舞台芸術専門課程のみが設置されたわが国唯一の専門学校です。世界に

も類をみない 70年以上伝統と実績を持つ演劇学校として多彩なカリキュラムを通じ、専門

性と社会性を持ったアーティストの育成を目指しています。 

③1万 5千人を超える卒業生：演劇、ミュージカルはもとより、声優、歌手、ダンサー、コ

メディアンまた劇作家、映画監督、プロデューサーなどさまざまな人材を輩出しています。 

赤堀二英、あらい汎、いとうあさこ、市村正親、五木寛之、乾アキオ、牛山茂、鵜山仁、う

つみ宮土里、大倉孝二、大岩美智子、小椋毅、甲斐まり恵、柿澤勇人、葛タカ女、金井大、

金内喜久雄、金房実加、上条恒彦、伽藍琳、鬼頭典子、木野花、さけもとあきら、佐藤祐四、

少路勇介、末木利文、鈴木智香子、鈴木れい子、神保共子、田中彰孝、竹本敏彰、田村孝裕、

辻谷耕史、団こと葉、新田知洋、羽佐間道夫、濱田めぐみ、東秀昭、平岩紙、広渡常敏、福

井晶一、古屋治男、ベンガル、細野英延、蓬莱竜太、本田誠人、前田司郎、麿赤児、もたい

まさこ、役所広司、矢崎滋、山田洋次、吉野寧浩、李麗仙、渡辺えり、我善導 

（敬称略）ほか多数 

 以上の卒業生リストより、本院は傑出した人材を輩出してきたことが分かる。父

の与顕（よしあき）氏の経歴は、５）のサイト/l（多磨霊園の著名人リスト）に詳

しく紹介されている。 

野尻与顕（1885.5.17～1960.3.22）：大正・昭和期の医師、教育者(舞台芸術学院) 

 山形県出身。東京豊島区に野尻医院を開設し、医師として活動。産制運動を通じて社会運

動家に多くの知己を持つ。 

 1945(S20)復員した次男の野尻徹（同墓）は、徹の妻の昌子と力を合わせ、また与顕の支

援を受け、早稲田大学演劇研究会を母体として、池袋の廃虚の中に「スタジオ・デ・ザー

ル」を開設した。 しかし、'48.1.7 徹は 26歳の若さで急逝。与顕は息子の演劇への思いを

潰えぬように、この志を生かすため、同年.9.13、私財を投じて若者が演劇に打ち込める場

「舞台芸術学院」を創立した。自ら初代校主となり、学長に秋田雨雀を招く。 

http://www.bugei.ac.jp/about/school/
http://www6.plala.or.jp/guti/cemetery/PERSON/N/nojiri_yo.html
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 「地に落ちた一粒の麦、徹死して幾百幾千の 舞台人となって実るであろう事を」。創設

の翌年、俳優養成を目的とした個人立の各種学校として都知事の認可を受ける。 

 舞台芸術学院とは舞台芸術専門課程のみが設置されたわが国唯一の専門学校である。世界

にも類をみない 60年以上の伝統と実績を持つ演劇学校として多彩なカリキュラムを通じ、

専門性と社会性を持ったアーティストの育成を目指している。 卒業生は演劇、ミュージカ

ルはもとより、声優、歌手、ダンサー、コメディアンから、劇作家、映画監督、プロデュー

サーなどさまざまな人材を輩出し、1万 5千人を超える。 代表的な卒業生に、伊丹十三、

市村正規、五木寛之、うつみ宮土里、ベンガル、もたいまさこ、役所広司、山田洋次、李麗

仙、渡辺えり子、矢崎滋らそうそうたる顔ぶれがあり書ききれない。 

 なお、徹像の制作者である北村西望は、有名なのでその経歴紹介は省略する。興

顕像の制作者である小林章の略歴は、６）のサイト/4に次のように書かれている。 

安曇野市穂高出身の彫刻家小林章さん（1903-1977）は高等小学校を卒業し、松本市の歯科

医院の歯科技工士見習いとなった。次第に彫刻への関心を高め、上京して東京の川端画学校

で学んだ。二十四歳で院展に初入選し、約三十年間にわたり出品を継続。県彫刻工芸会を結

成し、会長を務めた。 

 以上の資料などにより、野尻興顕・徹父子像の概要は次の通りである。 

野尻興顕・徹父子胸像（豊島区） 

設置場所：豊島区西池袋 3-5-19 専門学校舞台芸術学院玄関 受付横 

制作者：興顕像（小林章作）、 徹像（北村西望作） 

制作時期：興顕像（1938 年）、 徹像（1948年） 

設置経緯：野尻徹（1921？-1948.1.7）は興顕の次男。早稲田大学で演劇を学び、太平洋戦

争に学徒兵として招集されるが、1945 年 8月終戦とともに復員。ただちに豊島区西池袋に

「スタジオ・デ・ザール」を設立。戦後演劇の第一線で活躍したが、1948年 1月、26才で

早逝。父・野尻興顕（よしあき、1885.5.17〜1960.3.22）は山形県生まれの医師。東京豊島

区に野尻医院を開設し、産制運動を通じて社会運動家に多くの知己を持つ。徹の遺志を生か

そうと敗戦後 3年という廃墟の中から、1948 年９月同地に私財を投じて日本で初めての演

劇・舞台俳優を専門的に教育する舞台芸術学院を創設した。 

 

（３）淑徳巣鴨中学校・高等学校の長谷川良信像 

 

図３．大正大学と淑徳巣鴨中・高の周辺地図 本図は７）のサイト/より借用。 

https://www.chunichi.co.jp/article/298754
https://www.mapion.co.jp/phonebook/M51013/13116/99905109_ipcbl/
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 私は８）のサイト/8で、大正大学の巣鴨キャンパス内に偉大な学長「椎尾弁匡」

の銅像があることを知った。本像は１）のサイト/に収録されていないので、野尻父

子像の探索後、都営地下鉄の西巣鴨駅にまわって、大正大学に行った。その周辺地

図を図３に示す。大正大の正門にあった守衛所で「椎尾先生の銅像を拝見したい」

と申し出たが、「コロナのため外部からの入構は出来ません」と断られてしまった。 

 守衛のオジサンから「鴨台さざえ堂はあちらだよ」と言われたので、そちらの方

へ行ってみたが、本堂は見つからなかった。その代わりに、隣の学校に１基の銅像

が見えるではないか！地獄で仏に会った気分になり、そちらの方に行ってみた。そ

の写真を図４に示す。そこには立派な正門があり、「淑徳巣鴨中学高等学校」と校

名が書かれていた。正門の奥に胸像が見えたが、そこまではオープンスペースのよ

うであった。（本校の場所は、図３に記載されている。） 

 

図４．淑徳巣鴨中学高等学校の正門 

 

 正門の内部は校有地であろうが、本像前までは自由に行けたので、本像を撮影し

た。その写真を次ページの図５に示す。本像の台座正面には「長谷川良信先生」と

の題字があった。また、本像背面には制作者のサインがあった。その写真を、８ペ

ージの図６上に示す。このサインは、芝学園の渡辺海旭像と同じで、「多田瑞穂」

のサインであった（168b回の記事/fを参照）。台座背面には、図６下に示すような

銘文があった。 

なお、自宅に帰って調べてみると、本像は１）のサイト/に収録されていなかった。

大通りから見える場所にあるのに、これまでに検出されなかったのは不思議である。

（本文は９ページに続く。） 

https://www.youtube.com/watch?v=1-JNovKGdS8
https://douzou.guidebook.jp/
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-168b.pdf
https://douzou.guidebook.jp/
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図５． 

長谷川良信先生像 
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図６．上：本像背面の制作者サイン、下：銅像台座の銘文。 
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 銅像台座の銘文には、次のように書かれていた。 

本校創立者長谷川良信先生は明治二十三年十月茨城県笠間の旧家に生まれ幼時仏門に入りの

ち宗教大学に学び念仏の信仰篤く深く学問を愛し至誠と熱情をもって教育事業に生涯を捧げ

られた 

先生創設になる大乗淑徳学園傘下の幼稚園から大学に至る諸学校設立運営の目的は大乗仏教

精神による福祉社会の実現にありその教育理念は仏教精神によって陶冶された母の育成すな

わち仏教による女子教育の徹底にあった 本校は正にその不動の信念に基づいて創立された

ものであり今日の隆盛発展は実に先生粒粒辛苦の結晶である 昭和四十一年八月四日東京に

おいて逝去された 

昭和四十二年十月十一日 巣鴨女子商業高等学校 長谷川良信先生胸像製作委員会 

なお、明治 23年は 1890年、昭和 41年は 1966年である。 

「大乗淑徳学園」の概要は、ウィキペディアに次のように書かれている。 

学校法人大乗淑徳学園は、東京都板橋区に本部を置く学校法人。日本の浄土宗教育資団「淑

徳」と財団法人大乗学園「巣鴨」とが合併して創設された。1892年、女子教育の発展のた

めに輪島聞声が設立した「淑徳女学校」（現在の淑徳中学校・高等学校の前身）から始まる。

本学園の設置校は次の通りである。 

淑徳大学（1965年創立。東京都板橋区、千葉市中央区、埼玉県入間郡三芳町）、淑徳大学

短期大学部（旧：淑徳短期大学）（1946年創立。東京都板橋区）、淑徳中学校・淑徳高等

学校（1892 年創立。東京都板橋区）、淑徳巣鴨中学校・淑徳巣鴨高等学校（1919 年創立）。

東京都豊島区）淑徳与野中学校・淑徳与野高等学校（1946年創立。埼玉県さいたま市中央

区）、淑徳小学校（1949 年創立。東京都板橋区）、淑徳幼稚園（1948年創立。東京都板橋

区）、淑徳与野幼稚園（1949年創立。埼玉県さいたま市中央区）。 

本来「淑徳」とは「女性のしとやかで貞淑な徳」という意味であり、（中学・高校は）当初

はいずれも女子を対象としていたが、現在は与野を除き男女共学となっている。 

 上記の記事には、長谷川良信先生のことは書かれていなかった。先生と大乗淑徳

学園との関係はどうなっているのであろうか？ウィキペディア（淑徳巣鴨中学校・

高等学校）には、本校の沿革が次のように書かれている。 

1919 年 1月：社会事業家で浄土宗僧侶の長谷川良信により、社会福祉施設マハヤナ学園と

して設立。（マハヤナとは古代インドの梵語で、Maha（大きい）Yana（乗り物）のことで、

大きい乗り物に一切万有を乗せ、仏智、慈悲の彼岸に運んでいくことを意味する。） 

1924 年 4月：学園内に大乗女子学院'を創立。 

1925 年 4月：大乗女子学院（夜学）を発展的に解消し、巣鴨家政女学校とする。 

1931 年 4月：文部省より許可を受け、巣鴨女子商業学校を設立。 

1944 年：長谷川良信が「淑徳高等女学校」第八代校長に就任。 

1948 年 4月：学制改革により巣鴨女子高等学校となる。 

1950 年 4月：淑徳学園と合併し、学校法人大乗淑徳学園となる。 

1955 年 4月：巣鴨女子商業高等学校と改称。 

1973 年 4月：普通科を設置し、巣鴨女子高等学校と改称。 

1979 年 4月：商業科を廃止する。 

1985 年 4月：淑徳巣鴨高等学校と改称。 

1992 年 4月：男女共学となる。 

1996 年 4月：淑徳巣鴨中学校を開校。 
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2003 年 9月：新校舎完成。 

2016 年 4月：池江璃花子が淑徳巣鴨高校に入学。 

2019 年 3月：創立 100周年を記念して、校門を新設。 

 上記の記事から次のことが分かった。 

1892 年、輪島聞声が女子教育の発展のために「淑徳女学校」（現在の淑徳中学校・高等学

校：浄土宗教育資団「淑徳」）を設立。 

1919 年、長谷川良信が社会福祉施設「マハヤナ学園」（現在の淑徳巣鴨中学校・淑徳巣鴨

高等学校：財団法人大乗学園「巣鴨」）を設立。 

1944 年、長谷川良信が「淑徳高等女学校」第八代校長に就任し、「淑徳」の実権を握る。 

1950 年、両者が合併し、学校法人大乗淑徳学園となる。 

両者の合併により、「マハヤナ学園」側の学校が、有名な「淑徳」の校名を使用

することになったようだ。また、図４にあるような立派な校門は 2019年に建設され

たので、１）のサイト/の団員達は本像の存在を見逃していたのであろう。なお、長

谷川像は先生が設立した学校にも設置されている（淑徳小学校、淑徳大学東京キャ

ンパスと千葉第二キャンパス、淑徳与野中学・高等学校）。 

以上の資料などにより、本像の概要は次の通りである。 

長谷川良信先生胸像（豊島区） 

設置場所：豊島区西巣鴨 2-22-16 淑徳巣鴨中学校・高等学校正門内 

制作者：多田瑞穂（芝学園の渡辺海旭像の制作者） 

制作時期：1967年 10月 11日 

設置経緯：長谷川良信先生（1890年 10月 11 日 - 1966 年 8月 4日）は、茨城県笠間の旧家

に生まれ、幼時仏門に入りのち宗教大学に学ぶ。「貧民街の聖者」として知られる賀川豊彦、

日本福祉大学創立者である鈴木修学と並び、宗教理念にもとづいて実践を行なった三大社会

事業家の一人とされ、「東の長谷川、西の賀川、中部の鈴木」と称された。終生、肺結核な

ど数々の病に悩まされながらもセツルメント活動や婦女教育においては実践を重視し続け、

日本の近代社会福祉の礎を築いた。晩年は浄土宗特命開教使としてブラジルへの布教などの

ために何度も太平洋を渡航しつつ、後継者の育成のため教育事業にも尽力した。1919 年

「マハヤナ学園」（淑徳巣鴨中学校・高等学校の前身）を創立し園長に就任、1965年淑徳

大学を創立するなど、大乗淑徳学園傘下の幼稚園から大学に至る諸学校設立運営。1962年

大正大学名誉教授。 

 

 

参考資料 

１）のサイト：https://douzou.guidebook.jp/ 

２）のサイト：https://www.facebook.com/butaigeijutsugakuin/ 

３）のサイト：

https://www.mapion.co.jp/phonebook/M51013/13116/99843021_ipcbl/ 

４）のサイト：http://www.bugei.ac.jp/about/school/ 

５）のサイト：http://www6.plala.or.jp/guti/cemetery/PERSON/N/nojiri_yo.html 

６）のサイト：https://www.chunichi.co.jp/article/298754 

https://douzou.guidebook.jp/
https://douzou.guidebook.jp/
https://www.facebook.com/butaigeijutsugakuin/
https://www.mapion.co.jp/phonebook/M51013/13116/99843021_ipcbl/
http://www.bugei.ac.jp/about/school/
http://www6.plala.or.jp/guti/cemetery/PERSON/N/nojiri_yo.html
https://www.chunichi.co.jp/article/298754
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７）のサイト：

https://www.mapion.co.jp/phonebook/M51013/13116/99905109_ipcbl/ 

８）のサイト：https://www.youtube.com/watch?v=1-JNovKGdS8 

 

https://www.mapion.co.jp/phonebook/M51013/13116/99905109_ipcbl/
https://www.youtube.com/watch?v=1-JNovKGdS8

