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第 182回 亜細亜大学の太田耕造像と杉並区のイエス像 

                筆者：林 久治（記載：2022 年 2月 15 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。図１には、日本全国の 1日当たりの新規感染者数を表す。昨年の東

京五輪―パラの開催期間には、第 5波の感染があったが（8/26:25,040）、何故か秋

になると激減した(12/6:59)。これで終焉するかと期待していたが、本年になって第

6波が到来してしまった(2/4:104,463)。 

 

図１．武漢肺炎の日本全国の 1日当たりの新規感染者数を縦軸に示す。本図は、

２）のサイト/7より借用。 

私は 12 月 21 日に山野美容専門学校の山野夫妻像を探索し、その探索記を 179

回の記事/f に記載した。それ以降は、第 6 波が急に到来したので、暫くは銅像探索

を自粛していた。幸いなことに、私は第３回目の予防接種を１月 28 日に受けること

が出来た。2月 11日には、接種から 2週間が経過した。しかし、東京では 2月 10

日に雪が降り、11日には路面が凍結していたので、銅像探索を見送った。2月 12日

には好天になったので、探索を再開した。当日は風がなく、日向を歩いているとポ

カポカとして大変気持ちが良かった。 

https://douzou.guidebook.jp/
https://news.yahoo.co.jp/pages/article/20200207
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-179.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-179.pdf
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再開１回目の探索先としては、自宅から近場で交通機関が空いている場所とし

て、亜細亜大学の太田耕造像と杉並区のイエス像を選んだ。前者は３）のサイト/l

に収録されているが、銅像探偵団のサイト（１）のサイト/）には収録されていな

い。後者は４）のサイト/に収録されているが、銅像探偵団のサイトには収録されて

いない。本稿は上記２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）亜細亜大学の太田耕造像 

 

 

 図２上に亜細亜大学の周辺地図を、図２下に亜細亜大学武蔵野キャンパスの構内

図を示す。JR武蔵境駅から本学までは、徒歩で約 15分であった。図２下より、太

図２．上：亜細亜大学の周辺地図 

本図は５）のサイト/lより借用。 

下：亜細亜大学武蔵野キャンパス

の構内図、本図は６）のサイト/0

より借用。 

 

http://soutairoku.com/07_douzou/05_o/oota_kouzou.html
http://soutairoku.com/07_douzou/05_o/oota_kouzou.html
https://douzou.guidebook.jp/
https://tokyo.catholic.jp/info/news/15543/
https://sightseeing.jrnets.co.jp/detail/spot/18690_map.html
https://www.asia-u.ac.jp/information/campusmap/#anchor80
https://www.asia-u.ac.jp/information/campusmap/#anchor80
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田像は体育館前にあることが分かった。本像の場所が分からないと、広い構内を探

し回らねばならない羽目になっていたであろう。亜細亜大学は街並みの中に校舎が

あり、部外者の出入が比較的自由であった。特に、銅像前には道路から自由に行け

るので好感が持てた。銅像は大学のシンボルなので、本学のように一般人が見学し

やすい場所に設置するのが親切であろう。 

 

 

図３．上：太田耕造像の全景、下：太田耕造像の近接写真。 



 

4 

 

 図３上に太田耕造像の全景を、図３下に太田耕造像の近接写真を示す。本像の台

座正面には立派な大理石が設置されそれには「太田耕造先生 岸信介書」と彫られ

ていた。本像に向かって左側に、本像の由来書を記載した銘盤が設置されていた。

しかし、その文字はかなり風化して大変読み難い。本書の最後に、本像の設置時期

と設置者が記載されていた。それらは、何とか判読可能で、次のように記載されて

いた。 

昭和五十七年十一月二十六日 

学校法人亜細亜学園 理事長 五島 昇 

亜細亜大学・日本経済短期大学 学長 早川 崇 

太田耕造先生顕彰事業実行委員会 撰文 

本学の HP（７）のサイト/）に、現学長である永綱憲悟先生が次のような挨拶文

を書いている。 

亜細亜大学には、建学 80年(2021 年時点)の歴史があります。1941 年に、東アジア地域で

活躍できる「有能ノ青年人材」を育成するために開設された興亜専門学校がその歴史の始

まりです。興亜専門学校は、戦後、日本経済短期大学への転換を経て、1955 年に亜細亜大

学開設へと至ります。この時、太田耕造初代学長によって建学の精神として打ち出された

のが「自助協力」であり、その精神は今日まで受け継がれています。 

なお、本学の建学精神である「自助協力」は、本像の背景に太田先生の自筆で掲載

されている（図３下を参照）。 

 本像の由来書に書かれた五島昇理事長と早川崇学長の略歴等は次の通りである。 

①学校法人亜細亜学園の歴代理事長（ウィキペディア：亜細亜大学より） 

初代学長兼理事長には、終戦時の文部大臣だった太田耕造が就任した。その後、理事長に

就任した東急の創業者五島慶太の経営協力の下で組織整備などがなされてきた。五島慶太

逝去後は、後継者の五島昇が就任した。その後は、元伊藤忠商事会長瀬島龍三を経て、東

急グループ代表清水仁に引き継がれ、現在は越村敏昭（東急グループ代表）が理事長に就

任している。 

②亜細亜大学の歴代学長（８）のサイト/より） 

太田 耕造：昭和 30年-昭和 56 年、早川 崇：昭和 57年 4月-12月 

③五島昇の略歴（ウィキペディアより） 

五島昇（ごとう のぼる、1916 年 8月 21日 - 1989 年 3月 20日）は、日本の実業家。東京

急行電鉄社長・会長。日本商工会議所会頭。五島慶太の長男。 

④早川 崇の略歴（ウィキペディアより） 

早川 崇（はやかわ たかし、1916 年 8月 21日 - 1982 年 12 月 7日）は、日本の政治家。

自由民主党衆議院議員。自治大臣、国家公安委員会委員長、労働大臣、厚生大臣を歴任。 

 ウィキペディアには、太田耕造の略歴が次のように書かれている。 

太田耕造（1889 年 12 月 15日 - 1981 年 11 月 26日）は、旧二本松藩の豪商・勢州屋八

代長左衛門より分家し、金融機関の相生社（あいおいしゃ）結社に参画した太田貞郎の 4

男として福島県で生まれる。日本基督一致教会福島教会(現、日本基督教団福島教会)で洗

礼を受け、キリスト教青年運動に従事。牧師を志し上京、聖学院神学校に入学するが、法

律家・政治家に進むことを決意。東京中学卒業時に高等学校受験に失敗し、明治大学法学

部を経て、第四高等学校 (旧制)、東京帝国大学法学部英法科を卒業し弁護士となる一方、

民族主義運動に傾注。平沼騏一郎の主宰する国本社に参加し、幹事を務めている。帝大在

https://www.asia-u.ac.jp/about/greeting/
https://www.asia-u.ac.jp/about/president/successive_presidents/
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学中に七生社の前身である興国学生連盟を組織して国家主義運動に入り、平沼騏一郎から

の信頼篤く、田辺治通、竹内賀久治と共に「平沼の三羽烏」と称され、五・一五事件、血

盟団事件では弁護士を務めた。 

1938 年法政大学教授に就任。1939 年 1月平沼内閣発足に伴い首相秘書官に任命され、さ

らに同年 4月には総理女房役の内閣書記官長に就任する。平沼内閣総辞職を目前に控えた

同年 8月 28 日、貴族院勅選議員に勅任され、院内会派・無所属倶楽部に所属して、公職追

放で議員辞職する 1945 年 12月 21日までこれを務めている。1941 年興亜専門学校設立の中

心の一人に。1945 年 4 月に発足した鈴木貫太郎内閣で文部大臣となる。 

戦後、1945 年 12月 2日、連合国軍最高司令官総司令部は日本政府に対し太田を逮捕する

よう命令（第三次逮捕者 59名中の 1人）。A級戦犯の容疑で巣鴨刑務所に勾留されたが、

不起訴となり出所。その後は、興亜専門学校の後進である日本経済短期大学・亜細亜大学

学長として教育に力を注ぐ。一時期福島テレビ会長にもなった。 

 以上の資料などにより、太田像の概要は次の通りである。 

太田耕造先生像 

設置場所：東京都武蔵野市境 5－8 亜細亜大学体育館前庭 

建立時期：1982 年 11 月 26日 

設置者：理事長：五島 昇、学長：早川 崇、太田耕造先生顕彰事業実行委員会 

制作者：不明 

設置経緯：太田耕造先生（1889 年 12月 15日 - 1981 年 11月 26日）は福島県生まれ。

1920 年東京帝大卒。大学在学中、学生有志による右翼団体・興国同志会結成に参画。卒業

後弁護士を開業するが、平沼騏一郎が結成した国本社で幹部として活動、機関誌「国

本」、「国本新聞」等の編集に携わる。1938 年法政大学教授。193９年平沼内閣の内閣書記

官長、貴族院議員。1945 年鈴木貫太郎内閣の文相に就任し、7月学徒動員局を設置した。

戦後、戦犯容疑で拘留、公職追放された。1955 年亜細亜大を設立、学長に就任。1962～6

年福島テレビ会長。 

 なお、本像は立派な台座上に設置されているので、本像の背面を見ることが出来

なかった。従って、そこに彫られているであろう本像の制作者氏名は不明である。

また、亜細亜大学と本像の訪問記は９）のサイト/6が優れている。 

 

（３）杉並区「イエスのカリタス修道女会」のイエスキリスト像 

 

図４．イエスのカリタス修道女会の周辺地図、 本図は 10）のサイト/より借用。 

① 
①：「イエスのカリタス

修道女会」の場所 

本会の住所： 

杉並区井草 4-20-5 

https://senseki-kikou.net/?p=4816
https://www.mapion.co.jp/phonebook/M51020/13115/99540691_ipcbl/
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 図４に、「イエスのカリタス修道女会」の場所（①の地点、住所：杉並区井草 4-

20-5）を示す。私は亜細亜大学の太田像を探索した後、武蔵境駅に戻り、そこから

西武池袋線「ひばりが丘駅」行きのバスに乗った。途中で、西武新宿線「田無駅」

で下車し、そこから西武新宿線「井荻駅」まで行った。井荻駅から本会までは、北

口から環八通りを北上し、「井草三丁目」交差点の次の信号を左に曲がると、「小

百合の寮」の前が本会（図４の①地点）である。徒歩で約 15分であった。 

11）のサイト/には、「小百合の寮」の概要が次のように書かれている。 

①小百合の寮とは：児童福祉法に基づき、様々な事情のために家庭で生活できない 2歳～

18歳（場合によっては 20歳まで）の児童をお預かりし、カトリックの精神とドン・ボスコ

教育法に基づき、ボーイズタウンコモンセンス・ペアレンティング(R)の手法を用いて、家

庭的な雰囲気での養護と自立支援を行っている児童養護施設です。 

②Vision：小百合の寮は、アントニオ・カヴォリ神父の意思を受け継ぎ、キリストの“生

命をささげるほどの愛”を模範として、一人ひとりが大切にされ、癒され、互いに支えあ

いながら成長していく家庭です。安心できる環境の中で子どもたちは、自分の生命の尊さ

に目覚め、自分らしく生きる希望を見出し、どんな時も前向きな生き方を学んでいきま

す。地域との密接なかかわりの中で、全ての人が協力し、お互いの存在を認め合いなが

ら、積極的に未来に向かって共に歩んでいきます。 

③創立の由来：カリタスの園は、昭和 25年 7月 31日に財団法人カリタスの園として法人

設立認可され昭和 27年 5月 30 日社会福祉法人として組織変更した。事業開始は、昭和 7

年 12 月 18日創立者アントニオ・カヴォリ師によって宮崎市に養老院を設立、戦時中のき

びしいなかにも乳児より老人の総合の経営を続け、現在全国各地に乳児院養護施設、 養護

老人ホーム、保育所を設置経営している。法人名「カリタス」（原語はラテン語で「愛」

の意味 caritas）の語は、創立者故アントニオ・カヴォリ師が宣教師として派遣される際、

サレジオ会総長のはなむけのことば として「人々の心に入り込むための唯一の手段は、愛

徳である」に由来し、同師はこれを生涯にわたって生活と行動の支えとした。創立者の死

後、イエスのカリタス修道女会会員がその遺志を継いでいる。 

 

図５．イエスのカリタス修道女会管区本部の正門と玄関前の立像 

http://www.m-caritas.jp/sayuri/
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 図５に、「イエスのカリタス修道女会管区本部」の正門と玄関前の立像を示す。

正門は開いていて、構内には誰も居なかったので、私は玄関前の立像まで行って、

その写真を撮影した。厳密に言えば、これは家宅侵入罪に相当するが、もし人が居

れば私はその人に来意を告げて許可を求めたであろう。 

 

 

図６．イエスキリスト像の全身 

 

 図６にイエスキリスト像の全身を示す。本像の台座正面には次の言葉が刻まれて

いた。 

私があなたたちを愛したように あなたたちも互いに愛し合いなさい 

ヨハネ 十三－三十四 
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このような上から目線からのお言葉を言われたのは、イエスキリストに他ならな

いので、「本像はイエスキリスト像に相違ない」と私は断定できる。なお、本文の

他には、本像の建立趣旨、建立時期、制作者の名前等の情報は全くなかった。私は

「本像は芸術作品としてもとても優れているので、制作者名を是非知りたかった」

と、残念に思った。 

  

図７．左：イエス像のお顔の部分、右：イエスの時代にガリラヤ地方に住んでいた

男性の顔の復元図。本図は 12）のサイト/2 より借用。 

 

 図７左に本像のお顔の部分、図７右にイエスの時代にガリラヤ地方に住んでいた

男性の顔の復元図を示す。左の端正なお顔は、現在の西洋人に特有な顔である。こ

のような顔の人物が、イエスの時代にガリラヤ地方の住民であったとは思えない。

（もっとも、ある俗説のように、イエス様がローマ兵士によって生まされた私生児

であれば、このようなお顔をしていても不思議はない。） 

 図７右の有名な顔は、イエスの時代にガリラヤ地方に住んでいた人物の復元図で

ある（12）のサイト/2）。本サイトには、次のような説明があった。 

2001 年の BBC ドキュメンタリー「神の子」では、法医学人類学者リチャード・ニー

ブ氏がガリラヤ地方の男性の顔を、実際に同地方で発見された頭蓋骨をもとに再現

してみせた。これがイエスの顔だと言ったわけではない。単に、イエスは特定の時

代と場所に生きた人物だったことを、視聴者に考えてもらうきっかけにするのがね

らいだった。イエスは特徴的な外見をしていたという記載は、文献に特にない。 

 

https://www.bbc.com/japanese/features-and-analysis-35173762
https://www.bbc.com/japanese/features-and-analysis-35173762
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 ウィキペディアによれば、「イエスのカリタス修道女会」の概要は次の通りであ

る。 

イエスのカリタス修道女会（イエスのカリタスしゅうどうじょかい：伊：Soure della 

Carita Di Gesu (SCG) 英：Caritas Sisters of Jesus） は、1937 年、日本の宮崎県宮

崎市で創立されたキリスト教 カトリックの女子修道会である。創立時の修道会名は「日本

カリタス修道女会」であったが、後に発祥地の名をいれて「宮崎カリタス修道女会」と命

名。2009 年に「イエスのカリタス修道女会」に改称。会の名称である「カリタス」は

「愛」を意味する言葉である。創立者たちが宣教師として旅立つ時に、サレジオ会総長の

贈った「人々の心を得る為の唯一の手段は愛徳である」という言葉に由来している。 

創立者は、サレジオ会のアントニオ・カヴォリ神父（1888-1972）。宮崎教会の主任司祭を

勤めていた時、身寄りのない老人や子どもたちのための総合福祉施設「救護院」(後の「カ

リタスの園」）を設立。 

本会の沿革は次の通りである。 

1932 年（昭和 7年）12 月 18日 - 救護院設立。 

1937 年（昭和 12年）8 月 15日 - 福岡教区長ブルトン司教によって、宮崎カリタス修道女

会の修練期開始が許可された。（修道会設立日） 

1948 年（昭和 23年）3 月 19日 - 救護院を「カリタスの園」と改名。 

1951 年（昭和 26年）12月 - 本部と修練院を宮崎から東京に移転。 

2009 年（平成 21年）11月 - 「イエスのカリタス修道女会」に改称。 

 以上の資料などにより、本会のイエス像の概要は次の通りである。 

イエス・キリスト像 

設置場所：杉並区井草 4-20-5 イエスのカリタス修道女会管区本部・玄関前 

建立時期：不明 

制作者：不明 

設置経緯：イエス・キリスト像の殆どは、聖母に抱かれた像か十字架上の像で、本像のよ

うな活動期の像は珍しい。本像の台座には「私があなたたちを愛したように あなたたち

も互いに愛し合いなさい」と刻まれている。なお、「イエスのカリタス修道女会」の沿革

を以下に記載する。 

1932 年 12 月 18日 - サレジオ会のアントニオ・カヴォリ神父（1888-1972）が宮崎に救護

院設立。 

1937 年 8月 15 日 - 福岡教区長ブルトン司教によって、宮崎カリタス修道女会の修練期開

始が許可された。（修道会設立日） 

1948 年 3月 19 日 - 救護院を「カリタスの園」と改名。 

1951 年 12 月 - 本部と修練院を宮崎から東京に移転。 

2009 年 11 月 - 「イエスのカリタス修道女会」に改称。 
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７）のサイト：https://www.asia-u.ac.jp/about/greeting/ 

８）のサイト：https://www.asia-

u.ac.jp/about/president/successive_presidents/ 

９）のサイト：https://senseki-kikou.net/?p=4816 

10）のサイト：

https://www.mapion.co.jp/phonebook/M51020/13115/99540691_ipcbl/ 
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12）のサイト：https://www.bbc.com/japanese/features-and-analysis-35173762 
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