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第 204回 品川区の上條秀介像、浦本政三郎像、及び菊地淡水像 

筆者：林 久治（記載：2022 年 10 月 11 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。昨年の末には感染者数が激減し、「これで流行は終息か？」と期待

していた。所が、本年になって第 6波が到来してしまった。2月 3 日には、日本全

国の新規感染者数は、過去最高の 104,334名に達した。しかし、これをピークとし

て新規感染者数は徐々に減少して、6月 23 日には 16,670名にまで減少した。 

この頃、私は第４回目の予防接種を予約し、7月 8日に受けることが出来た。そ

こで、私は 7月 16日からの連休後に大阪に行って、孫達と遊ぶことを計画した。し

かし、6月末から第 7波が到来して、新規感染者数が急激に増加し始めた。娘から

「今月は、大阪に来るのを見合わせたら」と言われたので、残念ながら私は大阪行

きを中止した次第である。その間、新規感染者数は急激に増加し、8月 3日には過

去最高の 249,789名にまで達した。これは、当日の世界最高値であった。 

東京地方の猛暑は例年以上で、7月初旬から最高気温は連日 35℃以上であった。

従って、第 7波と猛暑のため、私は銅像探索をしばらく自粛していた。しかし、8

月 4日から 6日までは大変涼しくなったので、6日には人出の少ない新国立競技場

周辺で秩父宮像などを探索した。次に涼しくなった 8月 28日には、宝生能楽堂の銅

像を探索した。 

９月初旬、私共は大阪に滞在し、有馬温泉の行基像、秀吉像、及びねね像を探索

し、大阪府三島地域の銅像を探索した。東京に帰ってからは、９月 25日に谷中霊園

の小川源兵衛像と鈴木喜三郎像を探索し、10 月 4日には目白大学創立者の佐藤先生

夫妻の銅像を探索した。なお、私の銅像探索記の全ては、２）のサイト/fから閲覧

出来ます。 

最近、私は３）のサイト/lで、昭和大学に創立者の上條秀介先生の銅像があるこ

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

ている日本民謡会館にある２基の銅像も基本情報が不足している。その為、10月 8

日にこれらを探索した次第である。本稿は、その探索記である。本稿では、私の意

見などを青文字で、資料の内容などを緑文字で記載する。 

https://douzou.guidebook.jp/
http://masaniwa.web.fc2.com/Ranpo.pdf
https://www.showa-u.ac.jp/SUH/news/nid00002090.html
https://douzou.guidebook.jp/
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（２）昭和大学病院の上條秀介像 

 

 

 

図１． 

上：昭和大学のアクセ

ス地図、 

本図は、４）のサイト/

より借用。 

下：旗の台駅東口より

北方を見た写真。 

https://showa-breast.com/access/
https://showa-breast.com/access/
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 私は、10 月 8日の午前に、池上線旗の台駅に到着した。昭和大学（東京都品川区

旗の台 1-5-8）のアクセス地図を図１上に示す。本図に従て東口から外に出ると、

北方に大きなビルが見えた。その写真を図１下に示す。そのビルの最上階には「昭

和大学病院」と書かれていた。それで、道に迷わずに本学に行けることが出来た。 

 ウィキペディアには、昭和大学の沿革が次のように書かれている。 

1925 年： 医学博士の上條秀介が医学専門学校設立の必要を提唱し鏑木忠正（初代品川区

長）、石井吉五郎（日本病院会初代の会長）らと同志を募る。 

1928 年： 昭和医学専門学校設置。附属病院開院。 

1946 年：昭和医科大学（予科 3年医学部 4年の 7年制）設置。 

1964 年：薬学部薬学科開設。昭和医科大学を昭和大学に改称。 

1965 年：山梨県富士吉田市にキャンパスが設置され、1年次は 4人部屋での全寮制を実施

している。 

1977 年：歯学部歯学科開設。歯学部附属病院（歯科病院）竣工、開院。 

2002 年：昭和大学医療短期大学を改組して保健医療学部開設。 

 ３）のサイト/lには、「上條像は中央棟 1階総合受付横に設置された」と書かれ

ている。当日、私がそこに行くと本像が設置されていた。その写真を図２に示す。

本像の周囲は広く、人が多数いたので、私は無断で本像を撮影した。しかし、誰も

それを咎めることは無かった。 

 

 

図２．昭和大学病院中央棟 1 階総合受付横に設置された胸像 

https://www.showa-u.ac.jp/SUH/news/nid00002090.html
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 図３上左に上條秀介先生之像を、図３上右に台座正面の題字を、図３下に本像背

面のサイン示す。本像周辺には、これら以外には本像の案内は掲示されていなかっ

た。また、本像制作者のサインもよく読み取れなかった。そこで、本像に関する資

料を調べてみると、昭和大学新聞の 2020年 11月 10日号（５）のサイト/f）に本像

に関する詳しい記事が掲載されていた。そのコピーを、次ページの図４に示す。 

図３．上左：上條秀介先生之像、上右：台座正面の題

字、下：本像背面のサイン。 

https://www.showa-u.ac.jp/albums/abm.php?d=1745&f=abm00018843.pdf&n=daigaku-shinbun587_1.pdf
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 図４の記事より、本像の原像制作者は北村正信氏であることが分かった。それが

分かると、本像背面のサインは「正信作」と読める。６）のサイト/lと７）のサイ

ト/0によれば、北村正信氏の略歴は次の通りである。 

北村正信氏（1889－1980）は 1889 年 1月 3日、新潟県市振村（現糸魚川市）生まれ。旧姓

虎井、幼名は友吉。宮彫師である母方の祖父三代北村正信について木彫を習う。1903 年パ

リ留学から帰国した叔父北村四海の呼び寄せに応じ上京、翌年太平洋画会研究所に入り中

村不折、満谷國四郎に基礎デッサンを、新海竹太郎、北村四海に彫刻技法を学ぶ。1909

（明治 42）年北村四海の養子となり五代北村正信を襲名。1911（明治 44）年第 5回文展に

《炭台の男》を初出品して入選を果たす。1915（大正 4）年第 9回文展で《髪》（石膏）が

3等となり、以後女性像を制作する。1918（大正 7）年第 12 回文展に出品した《光》（大

理石）が特選となり、以後主に大理石作品を出品する。1922（大正 11）年第 4回帝展に審

図４．昭和大学新聞の 2020 年 11月 10 日号（５）の

サイト/f）の記事。 

上段の記事から次の事実が分かる。 

本学創立者の上条博士の還暦を祝し、関係者有志が寄付金

を募り、大理石彫刻の第一人者と評される北村正信氏に胸

像制作を依頼した。還暦祝賀会は 1953 年１１月 14日に挙

行され、本像の除幕式も行われた。除幕式に出席したの

は、上条博士、博士の長女の小口郁子さん、当時 3歳の孫

の小口勝司氏（現理事長）であった。 

下段の記事から次の事実が分かる。 

上条博士の胸像が 2020 年９月 29日、昭和大学病院中央棟

１階総合受付横に設置された。本像は、大理石像のレプリ

カで、本学創立 90 周年記念に株式会社タウンアートが制

作したものである。 

https://www.tobunken.go.jp/materials/bukko/9952.html
https://jmapps.ne.jp/otanimuseum/sakka_det.html?list_count=10&person_id=80
https://jmapps.ne.jp/otanimuseum/sakka_det.html?list_count=10&person_id=80
https://www.showa-u.ac.jp/albums/abm.php?d=1745&f=abm00018843.pdf&n=daigaku-shinbun587_1.pdf
https://www.showa-u.ac.jp/albums/abm.php?d=1745&f=abm00018843.pdf&n=daigaku-shinbun587_1.pdf
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査員として出品、この頃より北村四海とともに大理石彫刻の第一人者と評される。没年月

日は 1980 年 4月 22日。 

８）のサイト/lによれば、本学の現理事長の小口勝司先生は 1975 年に昭和大学

医学部卒業である。また、上條秀介先生の経歴は、ウィキペディアや９）のサイト

/lに詳しく書かれている。それらの資料により、上条像の概要は次の通りである。 

上條秀介先生之像 

設置場所：東京都品川区旗の台 1-5-8 昭和大学病院中央棟 1階総合受付横 

大理石像制作者：北村正信（1889－1980）、除幕式：1953 年１１月 14 日（還暦祝賀） 

銅像制作者：株式会社タウンアート 

設置時期：2020 年 9月 29日（創立 90周年記念） 

設置経緯：上條秀介博士（1893 年 12月 22日 - 1956 年 5月 19 日）は長野県東筑摩郡今井

村（現・松本市）の農家に生まれる。一高、東大医学部を卒業後、1928 年 3月に、石井吉

五郎、吾妻俊夫、鏑木忠正、高木慎、水原豊らの援助受け協力し昭和医学専門学校（現・

昭和大学）を設立。1951 年に、日本病院協会（現・日本病院会）を設立し、会長に就任。 

 

（３）日本民謡会館の浦本政三郎像と菊地淡水像 

 私は、昭和大学の上条像を探索した後、同じ品川区にある日本民謡会館に行き、

そこの銅像を探索した。図５に、日本民謡会館（図５の①地点）の周辺地図を示

す。本館までは大井町駅東口から、京浜東北線沿いに歩いて約 10 分であった。 

 

図５．日本民謡会館の周辺地図、本図は、10）のサイト/Yより借用。 

東急 

JR 大井町駅 

① 

https://plaza.umin.ac.jp/JPS1927/society_infomation/meiyo2016.html
https://www.showa-u.ac.jp/about_us/history/founder.html
https://www.showa-u.ac.jp/about_us/history/founder.html
https://mapfan.com/spots/S3HW,J,S6WGY
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図６．上：日本民謡会館、下左：浦本政三郎像、下右：菊地淡水像。 

 

 日本民謡会館（品川区南品川 6-8-20）の玄関の写真を図６上に示す。玄関前には

２基の胸像が設置されていた。それらの写真を図６下に示す。向かって左の像の台

座には「初代理事長浦本政三郎博士 衆議院議員亀井静香書」と記された題字があ

った。向かって右の像の台座には「日本民謡協会創立委員長 菊地淡水師胸像 平

成十六年二月二十日 ？彺書」と記された題字があった（？は解読不能）。また、

両像台座側面には、碑文が貼られていた。その写真を次ページの図７に示す。 

 両像背面には、制作者のサインが彫られていた。しかし、私はそれらを解読でき

なかった。（制作者のサインは素人でも分かるように書いて欲しい。）そこで、ネ

ット検索をすると、11）のサイト/lを見つけた。そこには、「両像の制作者は、楢

原ブロンズ彫刻の楢原北悠氏である」と書かれていた。12）のサイト/lには、楢原

氏の略歴が次のように書かれていた。1953 年：北海道に生まれる。1972 年：創作活動

を始める〈個展 11回〉。1985～90年：米・ニュ－ヨ－クにて現代アート・彫刻を学ぶ。

1990 年：ブロンズ彫刻制作のため鋳物の街・高岡市に工房を設立する。 

http://www.narahara-art.co.jp/works/bronze/index.html
http://www.narahara-art.co.jp/artist/index.html
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図７． 

上：浦本博士

像の碑文、 

下：菊池師像

の碑文。 
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 以上の資料などにより、浦本博士像と菊池師像の概要は次の通りである。 

浦本政三郎博士像 

設置場所：東京都品川区南品川 6-8-20 日本民謡会館玄関前 

制作者：楢原北悠（1953-） 

設置時期：2002 年 1月 

設置経緯：浦本政三郎博士（1891.5.21-1965.10.8）は鶴岡市生まれ。本像台座の碑文に

は、次のように記載されている。 

碑文 

日本民謡協会を創立し、民謡民舞の発展普及に尽力した、初代理事長 浦本政三郎博士の

功績を讃え、これを後世に伝えるため胸像を建立する。 

浦本理事長 略歴 

大正五年   京都帝国大学 卒業 

大正十年   医学博士 授与 

大正十一年  慈恵医科大学 教授 

昭和二十二年 第一回医師国家試験委員任命 

昭和二十五年 日本民謡協会を 設立委員長 菊地淡水他と創立し 初代理事長に就任 

追記 

明暗流尺八名人 小梨錦水に師事し 本曲を極め 浦本浙潮と号す 昭和四十年逝去 

平成十四年一月 財団法人日本民謡協会 

 

菊地淡水師像 

設置場所：東京都品川区南品川 6-8-20 日本民謡会館玄関前 

画像提供：たぐってぃさん 

制作者：楢原北悠（1953-） 

設置時期：2004 年２月 20日 

設置経緯：菊池 淡水（きくち たんすい、1902.9.8 – 1990.4.1）は、日本の尺八演奏者、

民謡歌手。岩手県和賀郡湯田町（現・西和賀町）に生まれる。本名は滋直（しげなお）。

本像台座の碑文には、次のように記載されている。 

碑文 

民謡民舞の伝承を図るため、同志を糾合し 昭和二十五年六月日本民謡協会を創立した。

その功績を讃え胸像を建立する。 

菊地淡水師略歴 

明治三十五年 岩手県に生まれる 

昭和三十二年 後藤桃水師より二葉園五代を贈られる 

昭和四十六年 日本民謡協会より民謡尺八名人位を贈られる 

昭和四十七年 国家より勲五等雙光旭日章を受章 

平成元年   逝去 

平成十六年二月二十日 

財団法人日本民謡協会 理事長 三浦朱門 
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