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第 177回 渋谷区のドラえもんみらいのとびら像と田中薫・千代夫妻像 

               筆者：林 久治（記載：2021年 12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。 

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

174回の記事/fに記載した。 

私は東京に帰宅してから、東京での銅像探索を再開した。11 月 17 日には、豊島

区の野尻父子像と長谷川良信像とを探索し、その探索記を175回の記事/fに記載した。

この記事を書いている時に、私は次の事項を初めて知った。①1919 年に、長谷川先

生は現在の淑徳巣鴨中学高等学校を創立した。②この学校の源流は、輪島聞声が

1892年に創立した淑徳女学校である。③２）のサイト/pによれば、輪島聞声先生の

銅像が、板橋区の淑徳中学校・高等学校に設置されている。 

そこで、私は 11 月 26日に板橋区の淑徳中学校・高等学校を訪問し、本校に設置

されていた輪島聞声像と里見達雄像とを探索し、その探索記を前回の記事/fに記載

した。本記事を書き終わって、「次はどの銅像を探索しようか？」と思案している

と、12月 1 日夕方に「人気マンガ『ドラえもん』の誕生 50周年を記念して、ある

銅像が渋谷宮下公園に設置され、本日除幕式があった」との TV ニュースが目に留ま

った。そこで、私は１）のサイト/の団員達を出し抜こうと、早速 12月 3日に本像

を探索した次第である。ついでに、本像の近くにあることが調査済の田中千代像も

探索した。本稿はそれらの探索記である。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。 

https://douzou.guidebook.jp/
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-173.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-174.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-175.pdf
https://www.schoolnetwork.jp/jhs/shingaku_tsushin/tsushin-202020/school-31.php
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-176.pdf
https://douzou.guidebook.jp/
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（２）渋谷区宮下公園の周辺地図 

図１上に渋谷区宮下公園の周辺地図を示す。本地図では、宮下公園は普通の公園

のように見えるが、現地に行ってみると、大きなビルが建っており、その屋上に公

園があるようだ。この施設全体が、複合施設「MIYASHITA PARK」と命名されている。 

 

 

 

図１．上：渋谷区宮下公園の周辺地図、本図は、２）のサイト/より借用。①：

MIYASHITA PARK、②渋谷ファッション＆アート専門学校。下：MIYASHITA PARK の現

状、本図は、３）のサイト/5より借用。 

①  

② 

https://www.mapion.co.jp/phonebook/M05002/13113/ILSP0082520747_ipclm/
https://www.fashion-press.net/news/15875
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４）のサイト/fは、「MIYASHITA PARK」を次のように説明している。 

「MIYASHITA PARK」は渋谷区と三井不動産が PPP 事業で進める公園、駐車場、商業施設、

ホテルが一体となった “ミクストユース”型プロジェクトです。渋谷区は、三井不動産株

式会社をパートナーとする PPP 事業として、本事業を推進してまいりました。本事業は、

2004 年の都市公園法改正に基づき制度化された「立体都市公園制度」を渋谷区内で初めて

活用した事業です。1966 年に東京初の屋上公園として整備された渋谷区立宮下公園は、バ

リアフリー動線の確保や経年変化による耐震性の課題解決に加え、防災意識の高まりや来街

者の増加といった社会変化への対応が求められていることから、民間のノウハウも活用して、

渋谷区立宮下公園がさらに魅力的な「広域利用公園」となるように再整備するものです。 

「MIYASHITA PARK」は、敷地面積約 10,740 ㎡、延床面積約 46,000 ㎡、全長約 330m か

らなる、公園・駐車場・商業施設・ホテルが一体となった新しい“低層複合施設”です。こ

れまでの都市機能（公園、駐車場）の再整備に加え、多種多様な人々が集まる商業施設やホ

テルなどを融合することで、公園の持つ魅力を施設全体で最大化させ、これまで以上に街全

体の賑わいを創出します。また、耐震性能も向上し、災害発生時には周辺地域滞在者などの

帰宅困難者の一時退避場所として機能します。 
 

（３）「ドラえもんみらいのとびら」と題する銅像 

本像は 2021 年 12 月 1日に渋谷「MIYASHITA PARK」の屋上庭園にて除幕式が挙行

された。その動画は５）のサイト/cで視聴できます。本サイトでは、本像設置の経

緯を次のように書いている。 

 藤子・F・不二雄さんの人気マンガ「ドラえもん」の誕生 50 周年を記念したモニュメント

「ドラえもん みらいのとびら」が、MIYASHITA PARK（東京都渋谷区）屋上に設置されるこ

とが 12月 1日、分かった。同日、同所で除幕式が開催され、モニュメントがお披露目され

た。ドラえもんの身長が 129.3センチであることにちなみ、全高約 3.921 メートル、直径約

5.8 メートルで制作された巨大銅像で、ドラえもん、のび太、パーマン、コロ助、チンプイ、

佐倉魔美など、藤子・F・不二雄さん作品のキャラクターがデザインされている。藤子・F・

不二雄さんの誕生日で、「ドラえもん」の連載がスタートした記念日でもある 12月 1日に

お披露目された。 

 モニュメントのテーマは「SF-すこしふしぎ-」で、藤子・F・不二雄さん作品の人気キャ

ラクター11人と、ドラえもんのひみつ道具のどこでもドア、ころばし屋、空気砲、スモー

ルライトなどがデザインされた。「未来に夢・希望を感じてもらいたい」という願いを込め

て「ドラえもん みらいのとびら」と命名された。 

 「ドラえもん」は、1969 年 12月 1日に「よいこ」「幼稚園」「小学一年生」、同 3日に

「小学二年生」「小学三年生」「小学四年生」（いずれも同社）と、六つの雑誌の 1970 年

1月号で連載がスタートし、2020年に誕生 50周年を迎えた。モニュメントは、50周年を記

念し「ドラえもん」の魅力を再発信するために制作され、東京都渋谷区に寄贈されることに

なった。 

 除幕式には、長谷部健渋谷区長、藤子・F・不二雄プロの赤津一彦代表取締役が出席した。 

MIYASHITA PARKの開園時間は、午前 8時～午後 11 時。 

 私は 12月 3日の午前 10時頃に「MIYASHITA PARK」の屋上庭園に着いた。朝なの

で庭園の人出は著しく少なく、あちこちにあるベンチに合計数人ほどしか人は居な

かった。さて、銅像はどこかなと探して見ると、庭園の一角のそれはあった。その

写真を次ページの図２上に示す。図２下左には本像の案内文を、図２下右には本像

の全体を示す。（本文は、５ページに続く。） 

https://www.city.shibuya.tokyo.jp/assets/kusei/000049195.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=013-YhtstGc
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図２．上：本像の周辺、下左：本像の案内板、下右：本像の全体像。 
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 本像の案内文は図２下左の物しかなく、それには次のように書かれていた。 

ドラえもんみらいのとびら DORAEMON’S DOOR TO THE FUTURE 

藤子・F・不二雄 FUJIKO・F・FUJIO 

このとびらは、わたしたちのみらいにつながる 

夢いっぱいの入口です。 

できたらいいな、かなうといいな。 

さあいっしょに、このとびらをのぞいて 

ワクワクするみらいをみつけてみませんか 

 

図３．本像のドラえもんとのび太の部分 

 

 図３には、本像の「ドラえもんとのび太の部分」を示す。以上の資料や、ウィキ

ペディアの「ドラえもん」、「ドラえもん (キャラクター)」、「ドラえもんの登場

人物一覧」などにより、本像の概要は次の通りである。 

ドラえもんみらいのとびら（渋谷区） 

設置場所：渋谷区渋谷 1-26-5 複合施設「ミヤシタパーク」の屋上 

制作者：株式会社 藤子・Ｆ・不二雄プロ（渋谷区に寄贈） 

除幕式：2021 年 12月１日 人気マンガ「ドラえもん」の誕生 50周年を記念 

設置経緯：本像は、藤子・F・不二雄さん（1933.12.1 – 1996.9.23）の人気マンガ「ドラえ

もん」の誕生 50周年を記念したモニュメントである。「未来に夢・希望を感じてもらいた

い」という願いを込めて「ドラえもん みらいのとびら」と命名された。「ドラえもん」は、

1969 年 12月 1日に小学館の「よいこ」「幼稚園」「小学一年生」、同 3日に「小学二年

生」「小学三年生」「小学四年生」と、六つの雑誌の 1970年 1月号で連載がスタートし、
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2020 年に誕生 50周年を迎えた。モニュメントは、50 周年を記念し「ドラえもん」の魅力を

再発信するために制作され、東京都渋谷区に寄贈されることになった。なお、武漢肺炎の影

響で、設置が 1年遅れた。 

ドラえもん：人気マンガ「ドラえもん」の共同主人公で、2112 年 9月 3日生まれのネコ型

ロボット。身長は 129.3cm、体重は 129.3kg、胸囲は 129.3cm、座高は 100.0cm で、本像は

この大きさに作られている。のび太がお正月をのんびりと過ごしていると、机の引出しの中

からドラえもんと、のび太の孫の孫のセワシが現れた。セワシ曰く、のび太は社会に出た後

も沢山の不運に見舞われ、会社の倒産が原因で残った莫大な借金によって子孫を困らせてい

るという。そんな悲惨な未来を変えるために、ドラえもんを子守用ロボットとしてのび太の

もとへ連れてきたのだった。ドラえもんは、おなかの四次元ポケットから取り出す多種多様

な「ひみつ道具」を使って、のび太の身にふりかかった災難を一時的に解決するが、道具を

不適切に使い続けた結果、最後にはしっぺ返しを受ける。同級生の源静香（しずか）、剛田

武（ジャイアン）、骨川スネ夫も交えた日常の中で、ドラえもんたちの日常は続いていく。 

野比 のび太（のび のびた）：人気マンガ「ドラえもん」の共同主人公で 8 月 7日生まれ。

小学 4年生の少年。勉強も運動も苦手なうえ、それらを克服する努力を怠るなど駄目な人間

の典型とされるが、実際は「やれば出来る」タイプの人間。普段はドラえもんやひみつ道具

に頼りきりだが、時として自力で最後まで解決しようする芯の強い面もある。作者の少年時

代をモデルにしている。 

 

（４）渋谷ファッション＆アート専門学校の田中薫・千代の夫妻像 

 私は「せっかく渋谷まで行くのだから、渋谷で他の銅像も探索しよう」と思った。

私の秘密のポケットにはまだ多くの未探索の銅像が貯まっているので、今回は宮下

公園のすぐ傍にある渋谷ファッション＆アート専門学校（渋谷区渋谷 1-21-7、図１

上の②地点）の銅像を探索することとした。 

 

図４．渋谷ファッション＆アート専門学校の玄関 
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 本校は、「キャットストリート」と呼ばれる渋谷川を暗渠化して整備された遊歩

道（６）のサイト/l）の入口付近にあった。その写真を図４に示す。玄関前や玄関

内には銅像らしきものは見当たらず、事務室に行く階段があった。そこで、私は

「受付で交渉してみよう！」と決意して階段を上がった。階段を上がった所に受付

があり、その向かい側に２基の胸像が設置されていた。その写真を図５に示す。 

 私は受付のオバサンに「田中先生ご夫妻の銅像を拝見させて下さい」と依頼して、

私の名刺を渡した。すると、奥の机からオジサンが出て来て、名刺をくれた。それ

には「総務部長 武政和男」とあった。武政氏が胸像まで案内して下さり、彼の監

視の下で撮影することが出来た。 

 

 

図５．渋谷ファッション＆アート専門学校の２階にある「CHIYO TANAKA 

GALLERY」前にある田中薫・千代の夫妻像 

 

 田中夫妻像のお一人ずつの写真を、次ページの図６に示す。田中千代先生の経歴

や業績は「田中千代・インターネット・記念館」（７）のサイト/l）や「皇后様の

デザイナー・田中千代の立志伝 」（８）のサイト/）に詳しく記載されている。御

夫君の田中薫先生の経歴は９）のサイト/aに詳しく紹介されている。また、「渋谷

ファッション＆アート専門学校」の概要や歴史はウィキペディアに詳しく紹介され

ている。それらの資料により、田中薫・千代の夫妻像の概要を次ページに記載する。 

 なお、私は田中千代先生の戦後の老齢期の姿しか知らないが、お若い頃は大変な

美人であったようだ。千代先生の知性と美貌に加えて、ご夫妻の家柄を考えると、

千代先生は三拍子揃った幸せな人生を送られたようだ。 

https://townphoto.net/tokyo/uraharajuku1.html
http://www.satsukikai.net/kinenkan/index.html
https://nobunaga-oda.com/tanaka-tiyo/
https://www.jstage.jst.go.jp/article/grj1925/56/6/56_6_379/_pdf/-char/ja
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図６．左：田中千代先生の胸像、右：田中薫先生の胸像。 

 

田中薫・千代の夫妻像（渋谷区） 

設置場所：渋谷区渋谷 1-21-7 渋谷ファッション＆アート専門学校２階 田中千代ギャラ

リー入口 

制作者：不明、制作時期：不明 

設置経緯：田中千代先生は昭和初期に渡欧し欧米の文化・服飾を学び、日本に近代洋裁教育、

服飾デザインの礎を作った。民族衣装の研究・収集家でもあった。渋谷ファッション＆アー

ト専門学校の沿革は次の通りである。 

1932 年：兵庫県武庫郡（現在の神戸市東灘区）に田中千代を中心に洋裁グループ（皐月

会）を創設 

1951 年：私立学校法の施行に伴い、学校法人田中千代学園を設立 

1957 年：東京渋谷に東京田中千代服装学園を開設 

2018年：東京吉祥寺の武蔵野美術学園を引き継ぎアート課程を新設し、渋谷ファッション

＆アート専門学校へ学校名を変更 

田中千代（1906年 8月 9日 - 1999 年 6月 28日）先生の略歴 

1906 年：東京で外交官松井慶四郎（後に男爵・外務大臣）の長女として生まれる。 

1923 年：雙葉高等女学校（現在の雙葉学園）を卒業。 

1924 年 10月：地理学者の田中薫と結婚。 
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1928 年：薫の欧米留学に同行し渡欧。ロンドン、パリ、ニューヨークに滞在する。渡欧中

に語学、服飾デザインを学ぶ。 

1930 年：スイスでバウハウスの初代のメンバーであるヨハネス・イッテンから日本女性と

して初めて教育を受ける。 

1931 年：日本へ帰国。帰国途中の船上で鐘淵紡績の創始者武藤山治の妻千世子と知り合う。 

1932 年：田中は鐘淵紡績の顧問となった。 

1933 年：阪急百貨店婦人服部の初代デザイナーとなる。 

1948 年：財団法人田中千代学園を設立して、理事長・学園長となる(～1972 年)。 

1952 年：香淳皇后の衣裳の相談役となる。 

1954 年：神戸女学院大学教授となり、意匠学および被服構成を担当する(～1971)。 

1957 年：東京都渋谷区に東京田中千代服装学園を開校。 

1958 年：皇太子明仁親王（現・明仁上皇）の成婚に際し、香淳皇后・皇太子妃美智子

（現・上皇后美智子）・清宮貴子内親王の衣装の製作にあたる。 

1972 年：東京・町田市に田中千代学園短期大学 (服飾科)を設立。学長および意匠学担当

教授になる。 

1977 年：職業訓練行政および学校教育に対する功労として勲三等瑞宝章を受ける。 

1991 年 10月：東京都より名誉都民の称号を贈られる。 

田中薫（1898年 6月 11日 - 1982 年 9月 20 日）先生は、昭和の地理学、経済地理学者。神

戸大学名誉教授。子爵の田中阿歌麿の長男として東京に生まれる。1911年に東京高等師範

学校附属小学校（現・筑波大学附属小学校）を卒業。1916年に卒業した東京高等師範学校

附属中学校（現・筑波大学附属中学校・高等学校）では、大関久五郎に学ぶ。 旧制学習院

高等科を経て、東京帝国大学理学部を卒業。1924 年に松井千代と結婚。その後、欧州、米

国に調査旅行に出る。1946 年 5月 10日、貴族院子爵議員補欠選挙で当選し、研究会に所属

して活動し、1947 年 5月 2日の貴族院廃止まで在任した。神戸大学経済学部教授、成城大

学教授。神戸大時代の 1957 年に日本初のパタゴニア探検を行う。 
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