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第 192回 高田馬場の本間一夫像と小山敬吾像、千石のキリスト像 

筆者：林 久治（記載：令和４年 4月 26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。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 名）、何故か秋になると激減した(12/6:59名)。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 名)。 

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。そこで、私は 2月 12日に自宅から近場での銅像探索を再

開した。それらの探索記を 185回の記事/f から 190回の記事/fまでの記事に記載し

た。（それぞれの記事は、２）のサイト/f から閲覧出来ます。） 

私は 4月 16日に目黒駅に行き、久米美術館の久米父子像と正覚寺の蓮像と三沢初

子像を探索した。これらの探索記を前回の記事/fに記載した。私は、３）のサイト

/で、高田馬場駅前にある日本点字図書館の 1階ロビーに創立者本間一夫氏の銅像あ

ることを知った。本像は、１）のサイト/に収録されていない。また、４）のサイト

/には、千石駅近傍にある小石川教会の入口に神父の立像が収録されている。本像

は、１）のサイト/には「マタイ像」として収録されている。私は 4月 23日にこれ

らの像を探索した。本稿はこ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。 

  

（２）JR高田馬場駅前の日本点字図書館の本間一夫像 

 次ページの図１上に、JR高田馬場駅前と日本点字図書館（東京都新宿区高田馬場

1‐23‐4）の周辺地図を示す。本館は高田馬場駅前の分かり易い場所にあった。本

館の入口を図１下に示す。本館の１階に入ると、人はかなり居た。女性職員が私に

聞いて来た。 

女職員「何かご用でしょうか？」 

私「本間先生の銅像を撮影に参りましたが、１階にはありませんね。」 

女職員「３階に移転しましたので、ご案内しましょう。」 

https://douzou.guidebook.jp/
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-185.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-190.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/Ranpo.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-191.pdf
https://sokafree.exblog.jp/22898368/
https://sokafree.exblog.jp/22898368/
https://douzou.guidebook.jp/
https://www.homemate-research-religious-building.com/dtl/15091704761/
https://www.homemate-research-religious-building.com/dtl/15091704761/
https://douzou.guidebook.jp/
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と、彼女は私を３階の銅像まで案内して下さった。銅像は分かり難い所にあった。

当館は、目の不自由な方々の利用が多いらしく、職員は大変親切であった。 

 

 

 

図１．上：JR 高田馬場駅前と日本点字図書館の周辺地図、本図は、５）のサイト/W

より借用。①：早稲田ゼミナール。下：日本点字図書館の入口。 

① 

https://mapfan.com/spots/SC3AC,J,XMW
https://mapfan.com/spots/SC3AC,J,XMW
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図２．左：本間一夫像、右：台座正面の題字。 

 

 図２左に、本間一夫像を示す。図２右に、台座正面の題字を示す。それには「日

本点字図書館創立者 本間一夫先生之像」とあった。本像背面に書かれた文書を次

ページの図３左上と図３左下に示す。それらには「本間一夫先生之像 1915.10.7-

2003.8.1」及び「立体写真像 代表者盛岡公彦 作」とあった。台座側面には銘文

があった。図３右に、その写真を示す。それには「2003 年 11 月 15 日 社会福祉法

人 日本点字図書館」とあった。 
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図３．左上：座主の名前、左下：制作者の名前、右：台座側面の銘文。 

 

 ３）のサイト/は、本間先生の略歴と日本点字図書館の概略を次のように書いてい

る。 

①日本点字図書館とは 

新宿区高田馬場にある日本点字図書館は、本間一夫氏が創立した図書館です。鉄筋コンク

リート地上 5階の現在の図書館は、74年前には木造家屋の一室から始まりました。日本点

字図書館 3階にある創立者・本間一夫氏の銅像（胸像）は穏やかで気品のある表情です。

木目調の台座の正面に「本間一夫先生之像」と書かれてあります 

②創立者の生い立ち。 

創立者・本間一夫氏は、1915 年（大正 4年）10 月 7日、北海道に生まれた。実家は造酒屋

やニシン漁の網元を兼ねる地元の豪商であった。5歳の時、脳膜炎により失明。やがて函館

盲唖院に入学する。函館盲唖院時代、本間氏は点字に出会うとともに、イギリス・ロンド

ンにある点字図書館の存在を知る。やがて、本間氏は点字図書館事業を決意する。（当

時、日本に点字図書館はありませんでした。） 

③日本盲人図書館の創立 

1940 年（昭和 15年）、本間は 東京都豊島区の借家に「日本盲人図書館」を創立。点字図

書 700 冊からスタートさせた。翌年、図書館は淀橋区諏訪町（現・新宿区高田馬場）の本

間家宅地に移転。やがて古今東西の名著が次々に点字図書となって蔵書に加わり、1943 年

（昭和 18年）、日本初の木造 2階建ての専門の点字図書館が完成した。しかし、太平洋戦

争末期、この図書館は空襲により焼失した。本間氏は、点字図書とともに疎開しており 

書籍は無事だった。1948 年（昭和 23年）、東京の焼け跡に点字図書館が再建された。この

とき、「日本点字図書館」と改名されている。 

④日本点字図書館の発展 

1950 年（昭和 25年）に財団法人認可、1952 年（昭和 27年）には社会福祉法人となる。や

がて点字図書の製作と貸し出しが厚生省委託事業となり、当館は全国点字図書館の中心的

役割を担うとともに、点字出版所も兼ねることとなった。1964 年（昭和 39 年）、世界盲人

福祉会議出席のため渡米した本間氏は、その帰途でヨーロッパを回り、欧米の視覚障害者

 

https://sokafree.exblog.jp/22898368/
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用具約 150 点を収集、1966年（昭和 41年）に視覚障害者用具の販売事業を発足させた。現

在では視覚障がい者用具は 1000 点を扱うまでに発展している。 

⑤受け継がれる志. 

本間一夫は 2003 年（平成 15年）に死去しているが、今では 図書館事業は国境を越え、

アジアの視覚障がい者にも届けられている。「権利において、義務において、晴盲二つの

世界があくまでも公平でなければならぬ」これは本間氏の今に残る志の声である。日本点

字図書館は、現在、職員、パート、ボランティア 500 名で運営、維持されている。 

 以上の資料などにより、本間像の概要は次の通りです。 

本間一夫先生胸像 

設置場所：東京都新宿区高田馬場 1‐23‐4 日本点字図書館３階 

設置時期：2003 年 11 月 15日 

設置者：日本点字図書館 

制作者：立体写真像 代表者盛岡公彦 

設置経緯：本間一夫氏（1915.10.7-2003.8.1）は、北海道に生まれた。実家は造酒屋やニ

シン漁の網元を兼ねる地元の豪商であった。5 歳の時、脳膜炎により失明。やがて函館盲唖

院に入学する。函館盲唖院時代、本間氏は点字に出会うとともに、イギリス・ロンドンに

ある点字図書館の存在を知る。やがて、本間氏は点字図書館事業を決意する。（当時、日

本に点字図書館はありませんでした。）1940 年、本間氏は東京都豊島区の借家に「日本盲

人図書館」を創立。点字図書 700 冊からスタートさせた。翌年、図書館は淀橋区諏訪町

（現・新宿区高田馬場）の本間家宅地に移転。やがて古今東西の名著が次々に点字図書と

なって蔵書に加わり、1943年、日本初の木造 2 階建ての専門の点字図書館が完成した。し

かし、太平洋戦争末期、この図書館は空襲により焼失した。1948 年、東京の焼け跡に点字

図書館が再建された。このとき、「日本点字図書館」と改名されている。 

 

（３）早稲田ゼミナールの小山敬吾像 

 日本点字図書館で本間像を探索し、高田馬場駅に戻る時、私は来た時とは違う道

を通った。「学校法人湖南学園 早稲田ゼミナール」と書かれた建物（図４）の前

を通ると、１階ロビーに胸像を認めた。これは、偶然の発見であった。 

 

図４．「早稲田ゼミナール」と書かれた建物、 
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図５． 

上：１階ロビーの胸像 

下：台座側面の銘文、 

文面は次の通り。 

昭和五十四年十二月十五日 

贈 

小山敬吾先生喜寿祝賀会 

有志一同 

制作 矢崎虎夫 
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 １階ロビーの胸像の写真を図５上に示す。本像台座側面の銘文を図５下に示す。

本文より、本像の座主名は「小山敬吾」であることが分かる。小山敬吾先生のデー

ター（生年、没年、経歴など）は不明である。ただ、本像が先生の喜寿（77歳）を

記念して 1979 年に制作されているので、先生の生年は 1902年と推測される。制作

者の矢崎虎夫氏の略歴は、ウィキペディアに次のように記載されている。 

矢崎虎夫（1904 年 7月 25日 - 1988 年 9月 24 日）は、茅野市出身の彫刻家。1923 年、長

野県立諏訪中学校（現長野県諏訪清陵高等学校）卒業と同時に平櫛田中に入門。1931 年、

東京美術学校（現東京芸術大学） 彫塑科卒業。1966 年、日府展・文部大臣賞「雷電像」を

諏訪大社上社本宮に設置。1978 年、諏訪湖上に「八重垣姫贈」設置。 

 ６）のサイト/7によれば、学校法人湖南学園の概要は次の通りです。 

法人名称：湖南学園、理事長名：小山 敬。 

所在地：東京都新宿区高田馬場 1-24-13、認可年月日：昭和 54年 4 月 1 日、 

設置学校名：早稲田外語専門学校、専修学校早稲田ゼミナール所沢校、専修学校早稲田ゼ

ミナール。 

ウィキペディア（早稲田ゼミナール）には、次のような記載がある。 

早稲田ゼミナールは、学校法人湖南学園が設置する大学受験予備校（専修学校）である。

名前に「早稲田」とついているが、これは売り物の一つに「早大コース」があったためで

あり、東京都新宿区早稲田の地名とは一切関係がない。また、同業の早稲田予備校や早稲

田学院、早稲田塾とも無関係。現在は、私立文系受験対策のほか日芸対策（日本大学芸術

学部）やその他私立芸術系大学受験に対応した各種対策（実技・面接・小論文・作文）を

行っている。 

1931：私塾として、小山敬吾（早稲田大学政経学部卒業）が早稲田尚学会を開設。 

1948：早稲田尚学会から早稲田高等実務学校に名称変更。 

1953：早稲田高等実務学校に、大学受験ゼミナール科（後の早稲田ゼミナール）を設置。 

1992：学校法人湖南学園が、早稲田外語専門学校を開設（専門学校として都知事認可）。 

 なお、７）のサイト/の動画には、湖南学園の紹介がある。上記以外には小山敬吾

氏の情報は得られなかった。以上の資料より、小山像の概要は次の通りです。 

小山敬吾先生胸像 

設置場所：東京都新宿区高田馬場 1-24-13 早稲田ゼミナール１階ロビー 

設置時期：1979 年 12 月 15日 

寄贈者：小山敬吾先生喜寿祝賀会 

制作者：矢崎虎夫（1904.7.25 – 1988.9.24：長野県茅野市出身） 

設置経緯：小山敬吾氏（1902-?）は、早稲田大学政経学部を卒業し、1931 年に私塾として

早稲田尚学会を開設。1948年に早稲田尚学会から早稲田高等実務学校に名称変更。1953 年

に早稲田高等実務学校に大学受験ゼミナール科（後の早稲田ゼミナール）を設置。 

 

 

 

 

 

https://meibo.shigaku.go.jp/houjin_g?g_id=2467
https://www.waseda-flc.ac.jp/course/japanese/
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（４）千石駅近くの小石川教会のキリスト像 

４）のサイト/には、千石駅近傍にある小石川教会の入口に神父の立像が収録され

ている。そこで、私は高田馬場駅前での銅像探索の後、地下鉄で千石駅まで行っ

た。その周辺地図を図６上に示す。本図にあるように、都営三田線千石駅（図６の

①地点）から不忍通りに出て、文京年金事務所（図６の②地点）の前を通り過ぎ、

少し行くと小石川教会（文京区千石 2-30-13：図６の③地点）に到着した。本教会

の前に、外人の立像が設置されていた。その写真を図６下に示す。 

 

 

図６．上：千石駅の周辺地図、本図は、８）のサイト/4より借用。①都営三田線千

石駅、②：文京年金事務所、③：小石川教会。下：外人の立像。 

① 

② 

③ 

https://www.homemate-research-religious-building.com/dtl/15091704761/
https://mapfan.com/spots/SCHYQ,J,2FWP4
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図８．左：イエスキリスト立像。右：台座正面の銘文。 

 

 図８左に、この外人立像の近接写真を示す。図８右に、台座正面の銘文を示す。

それには「疲れた者、重荷を負う者は 誰でも私のもとに来なさい 休ませてあげ

よう マタイ福音書十一章」と記載されていた。本像は、１）のサイト/には、「マ

タイ像」として収録されている。しかし、このような偉そうな発言が出来るのは

「イエスキリスト」しかいないので、私は「本像はイエスキリスト像であろう」と

思う。本像の周辺には、それ以外の情報が無かったので、本像の建立時期や制作者

は不明である。以上の資料などにより、本像の概要は次の通りです。 

イエスキリスト立像 

設置場所：東京都文京区千石 2-30-13 日本福音ルーテル小石川教会の前庭 

設置時期：不明、制作者：不明、 

https://douzou.guidebook.jp/
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設置経緯：1888 年に、アメリカ合衆国の南部一致ルーテル教会は外国伝道局を創設して、

日本伝道を計画していた。1892 年 2 月に J・A・B・シェーラーを日本に派遣した。南部一

致教会伝道局の意向により、地方伝道のために九州地方を選んだ。佐賀中学校の英語教師

としてシェラーは赴任して、松原町に家を借りて仮会堂として、佐賀十字教会(現 日本福

音ルーテル佐賀教会)と名づけた。1893 年の復活祭にあたる 4月 2日に最初の礼拝を行っ

た。この日が日本福音ルーテル教会の始まりであるとされている。 
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