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第 179回 渋谷区の山野治一・愛子夫妻像と山野正義像 

               筆者：林 久治（記載：2021 年 12 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。 

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、急

激な減少傾向を示している。このような傾向は好ましいが、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、大阪や奈良で銅像探索を行った。 

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。11 月 26日には、板橋区の淑徳中学校・高等学校の輪島聞声像と里見達雄像と

を探索し、その探索記を 176回の記事/fに記載した。12月 3日には、渋谷区のドラ

えもんみらいのとびら像と田中薫・千代夫妻像を探索し、その探索記を 177回の記

事/fに記載した。12月 10日には、東京農工大学の本多岩次郎像を探索し、その探

索記を前回の記事/f に記載した。  

私は田中千代先生が設立したファッション専門学校で銅像探索を行ったが、同じ

渋谷区に山野愛子先生が設立した美容専門学校がある。後者の山野正義立像は１）

のサイト/に収録されている。しかし、２）のサイト/lによれば、後者には別の２

基の胸像が設置されているようである。そこで、私は 12月 21日に山野美容専門学

校を訪問し、そこの銅像を探索し前者と比較検討することを試みた。本稿は山野美

容専門学校の探索記である。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）山野美容専門学校の概要 

 次ページの図１上右には、山野美容専門学校（以後、本校と書く）の周辺地図を

示す。本図が示すように、本校は JR代々木駅、地下鉄大江戸線代々木駅、及び小田

急南新宿駅から近く、渋谷区の超一等地に位置している。 

https://douzou.guidebook.jp/
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-175.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-176.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-177.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-177.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-178.pdf
https://douzou.guidebook.jp/
https://douzou.guidebook.jp/
https://www.yamano-bc.jp/sinfo_sinfo-new.html


2 

 

  

 

図１．上左：山野美容専門学校の周辺地図、本図は、３）のサイト/より借用。上

右：本校の新校舎（M・YAMANO TOWER）の全景、本図は、４）のサイト/l より借用。

下：本校の構内図。↑：学生入口、①：山野夫婦像、②：山野正義像。 

 

 図１上右には本校の新校舎（M・YAMANO TOWER）の全景を、図１下には本校の構内

図を示す。同じ渋谷区の一等地に位置しているとは言え、田中千代先生が設立した

ファッション専門学校は小ぶりで質素な建物であった。一方、本校は豪華絢爛で、

９階までは山野学苑が使用し、10 階から 27 階までは高級マンションになっている。 

 

 

① 

② 

https://www.mapion.co.jp/phonebook/M04101/13113/0000UX27_001pa/
https://www.taisei-design.jp/de/news/2007/10_01.html
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４）のサイト/lによれば、本校舎の概要は次の通りである。 

本校舎は関係者が一丸となって築いた新時代の「美容の殿堂」。すでに多くの学生がここ

に集い、日々、美への感性と技術を磨いています。 

建主：学校法人山野学苑 

敷地面積：5,116.46m2、建築面積：2,590.82m2、延床面積 33,860.37m2。 

地下：3階/地上：27 階/塔屋：1階 

工期：2004 年 10月～2007年 2月 

グランドオープン：2007 年 4月 

施工：大成建設株式会社東京支店 

設計担当者より：日本を代表する美の拠点として、華があることはもちろん、細部まで美

しく仕上がるように工夫を凝らしました。着物に見立てた外観はそれだけでも目をひきま

すが、さらに多種類のガラスを用いることで、より繊細に燦めく感じを演出。内部は白を

基調にフロアごとのイメージカラーを設定し、清潔で明るい空間を実現しました。 

 私は、田中先生の学校と山野先生の学校との違いは次の要因に因ると思う。 

①敷地面積では、後者が前者よりはるかに広く、後者が高層ビルの建設可能な立地条件で

あった。 

②田中先生の学校では親族が後継者として継承していないようである。一方、山野先生の

学校では、山野治一・愛子夫妻の長男（正義氏）が学苑を継承し、３代目は孫娘が山野愛

子を襲名して、親族が学苑の経営を一致団結して取り組んでいる。 

③戦前の日本では、散髪や衣服製作は家庭で行われる比率が高かった。しかし、戦後（特

に、高度経済成長期以降）には、散髪や理容は外で行い、衣服は既製品を購入する傾向が

高まった。そのため、理容師や美容師は職業としての需要が激増したが、一般人が裁縫を

習うことは激減した。 

 

図２．本校の学生入口（図１下の矢印の部分） 

https://www.taisei-design.jp/de/news/2007/10_01.html
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 図２に示したように、本校の学生入口は１階から２階に上がるエスカレーターを

利用している。ここを２階に上がると、右側に山野夫婦像が設置されている（図１

下の②地点）。その写真を図２に示す。 

 

図２．学生入口の２階に設置された山野夫婦像 （図１下の②地点） 

 

（３）山野治一・愛子夫妻像 

 私は 12月 21日に本校を訪問した。都営大江戸線の代々木駅から本校に行くと、

図１下の①地点に立派な玄関があった。その写真を図３に示す。 

 

図３．山野美容専門学校の玄関（図１下の①地点） 
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 玄関を入ると直ぐ右側に山野正義像があったが、私はそれを一時飛ばして、受付

に行き「銅像を拝見したい」との来意を告げ名刺を差し出した。受付の奥から、一

人のオジサンが現れて名刺をくれた。それには「総務課課長武内昭道」とあった。

彼の案内と監視の下、私は本校の銅像を撮影することが出来た。撮影の順番は、正

義像→夫婦像であったが、説明の都合で夫婦像から先に紹介する。 

 

  

図４．上：山野夫婦像、下左：山野愛子像、下右：山野愛子の写真（５）のサイト/）。 

https://hakameguri.exblog.jp/30614167/
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 図２に示したように、学生入口の２階には山野夫婦像が設置されていた。その写

真を図４上に示す。お二人の胸像の間には立派な銘盤が設置されていた。また、胸

像の下には手形が置かれていた。胸像の下には日光が当たっていた半面、上部には

照明が無かった。そのために写真撮影の採光条件は最悪であったので、良質の写真

が取れなかった。 

 山野愛子先生の写真を図４下左に示す。上記の採光により、写真の画質が悪くな

ってしまった。それ故、先生の写真を５）のサイト/より拝借して、図４下右に示し

た。図５左には山野治一像を、図５右にはお二人の手形を示す。 

 

図５．左：山野治一像、右上：山野治一先生の手形、右下：山野愛子先生の手形。 

 

 お二人の胸像の間に設置されていた銘盤の写真を、次ページの図６に示す。それ

には次のように書かれていた。 

山野治一愛子御夫妻は美容師の養成を終生の事業として発足独立孜々営々三十年 昭和二

十三年美容師の身分法が制定され最初の厚生大臣指定校となって十五年 公益法人として

の学校法人に認可されて十年 加えて山野愛子先生の美容業歴四十年を迎え更にアメリ

カ・ロスアンゼルスにヤマノビユウチイ・カッレヂを開設し今日世界に稀なる一大美容学

校の出現を視るに至る この偉大なる事業功績を讃え聊か師恩に報いるため同窓生相計り

朝倉文夫先生に嘱して胸像を建立しこれを母校に贈るものなり 

昭和三十八年三月十二日除幕 学校法人厚生大臣指定山野高等美容学校 同窓会 

（昭和 23年は 1948年、昭和 38 年は 1963 年である。） 

 

 

https://hakameguri.exblog.jp/30614167/
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図６．山野治一像と山野愛子像の間に設置された銘盤 

 

 山野愛子先生の経歴は、ウィキペディアや５）のサイト/に詳しく書かれている。

それらを要約すると、次の通りである。 

山野愛子（1909 年 1月 20日 - 1995 年 7月 31 日）は、東京・向島出身の美容家。略歴は

次の通り。 

1923年：関東大震災の女性被災者のみすぼらしい姿をみて、美容の大切さを痛感する。 

1925 年：山野結髪所を開業。日本初のパーマ指導技術者でもあり、日本にパーマ技術を普

及させた。 

1934 年：東京・中野に山野美容講習所（現在の山野美容専門学校）を開設。 

1954 年：日本美容師総連合会会長に就任。 

1961 年：ロサンゼルスにヤマノ・ビューティカレッジを開設、校長に就任。 

1967 年：藍綬褒章を受章。 

1977 年：8月 3日を「ハサミの日」とすることを提唱。以後毎年 8 月 3日に東京・増上寺

で「ハサミ供養」が行われている。 

1980 年：勲三等瑞宝章を受章。 

1984 年：2代目として山野愛子ジェーン（長男の長女）に継がせる。 

1992 年：山野美容芸術短期大学を設立し、初代学長に就任。 

1995 年：死去。享年 86。 

 山野治一先生の経歴は、ウィキペデに次のように書かれている。 

山野 治一（やまの じいち、1907 年 12月 10 日 - 1991年 11月 23日）は、長野県上伊那

郡朝日村（現辰野町）出身、旧名は中谷治一。1924 年、逓信省東京鉄道郵便局に入り、勤

https://hakameguri.exblog.jp/30614167/
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務の傍ら琵琶教授を務めた。1934 年に山野愛子と知り合い、山野美容講習所設立とともに

総長となる。1935年に愛子と結婚。それを機に退官し、パーマーネント機械製造に従事。

1949 年に国際山野高等美容学校は美容師養成施設の指定を受け、財団法人山野高等美容学

校は認可され、理事長となる。1969 年 に藍綬褒章。1978 年に勲四等旭日小綬章。 

 以上の資料などにより、山野夫妻像の概要は次の通りである 

山野治一・愛子の夫妻像 

設置場所：渋谷区代々木 1-53-1山野美容専門学校 ２階学生エントランス 

制作者：朝倉文夫 

建立時期：1963 年 3月 12日 

寄贈：学校法人厚生大臣指定山野高等美容学校 同窓会 

設置経緯（胸像の銘文より）： 

山野治一愛子御夫妻は美容師の養成を終生の事業として発足独立孜々営々三十年 昭和二

十三年美容師の身分法が制定され最初の厚生大臣指定校となって十五年 公益法人として

の学校法人に認可されて十年 加えて山野愛子先生の美容業歴四十年を迎え更にアメリ

カ・ロスアンゼルスにヤマノビユウチイ・カッレヂを開設し今日世界に稀なる一大美容学

校の出現を視るに至る この偉大なる事業功績を讃え聊か師恩に報いるため同窓生相計り

朝倉文夫先生に嘱して胸像を建立しこれを母校に贈るものなり 

昭和三十八年三月十二日除幕 学校法人厚生大臣指定山野高等美容学校 同窓会 

 

（４）山野正義像 

 本像は、図３に示した本校玄関を入ると右側直ぐに設置されている（図１下の①

地点）。その写真を図７に示す。 

 

図６．本校玄関入口に設置された山野正義立像 
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 図７上には山野正義先生立像の上部を、図７下には台座側面の銘盤を示す。台座

正面には「山野学苑 山野正義理事長」との題字があった。６）のサイト/5には次

のような記載が」あった。 

図７． 

上：山野正義先生立像、 

下：台座側面の銘盤。 

https://ribiyo-news.jp/?p=9925
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山野学苑は 2013 年 3 月に山野愛子ジェーン山野美容専門学校校長の理事長就任などを決め

たが、このほど改めてトップ人事を発表した。 

山野学苑総長：山野正義 

山野学苑学苑長：山野栄子ダイアン 

山野学苑理事長・山野美容芸術短期大学学長・山野美容専門学校校長：山野愛子ジェーン 

山野美容芸術短期大学副学長・山野美容専門学校副校長：山野一美ティナ 

 上記の記事で、山野栄子ダイアンさんは正義先生の奥様で（７）のサイト/1よ

り）、山野愛子ジェーンさんは正義先生の長女で２代目山野愛子を襲名されており

（８）のサイト/lより）、山野一美ティナさんは正義先生の次女である（10)のサ

イト/a）。このように、山野学苑では正義先生の後継体制を着実に決定している。

なお、11)のサイト/によれば、正義先生は 2021年 10月 16日に亡くなられた。その

ためか、図６の写真のように先生の立像の周りは現在花々が飾られている。 

 

図８．左：山野愛子ジェーンさんが徹子の部屋に出演された時（2018 年 5月 29

日）、ご自身の 12歳の写真を紹介されました。本図は９）のサイト/lより借用。

右： 現在の愛子ジェーンさんの写真（御祖母さんそっくり）。本図は８）のサイト

/lより借用。 

 

 正義先生の経歴は 11)のサイト/に詳しく紹介されている。これらの資料などによ

り、山野正義像の概要は次の通りである。 

山野正義先生立像 

設置場所：渋谷区代々木 1-53-1山野美容専門学校 １階エントランス 

制作者：不明 

寄贈：2007 年４月 9日 卒業生一同 

設置経緯：山野 正義（やまの まさよし、1936 年 9 月 19 日 - 2021 年 10 月 16 日）先生は、

日本の教育者。学校法人山野学苑総長、山野美容芸術短期大学名誉学長。財団法人国際美

容協会理事長を歴任。学校法人山野学苑創設者である山野治一・愛子夫妻の長男として東

京都中央区で誕生。学習院高等科卒業後、学習院大学経済学部経済学科に入学したが中退

https://dot.asahi.com/print_image/index.html?photo=2017090800056_1&image=1
https://www.yamano.jp/introduction.html
https://www.yamano.ac.jp/study/teacher/detail.php?t=yamano-kazumi-tina
https://www.yamano.ac.jp/study/teacher/detail.php?t=yamano-kazumi-tina
https://boblog.tv/news_detail/2021101814836/
https://ameblo.jp/rosemari2016/entry-12379718162.html
https://www.yamano.jp/introduction.html
https://www.yamano.jp/introduction.html
https://boblog.tv/news_detail/2021101814836/
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して渡米。1958 年、ウッドベリー大学政経学部を卒業。アメリカ・ビジネス界で経験を積

んだ後、1973 年帰国し、山野学苑総括に就任。1991 年には同学苑理事長に就任。 

 なお、12)のサイト/6によれば、八王子市にある山野美容芸術短期大学の山野愛

子メモリアルホールには、初代山野愛子先生の立像が設置されているそうである。 

 

 

参考資料 

１）のサイト：https://douzou.guidebook.jp/ 
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５）のサイト：https://hakameguri.exblog.jp/30614167/ 
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https://dot.asahi.com/print_image/index.html?photo=2017090800056_1&image=1 
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