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第 41 回 立命館大学の銅像（その１：中川小十郎像と平井嘉一郎像）    

筆者：林 久治（記載：2017 年 10 月１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。 
最近、私は日本銅像探偵団（１）のサイト）の銅像探索に参加している。私は、９

月 14 日から 30 日まで大阪に滞在していた。その間、立命館大学に銅像探索に行っ

た。なぜなら、ここには多数の銅像があるにもかかわらず、日本銅像探偵団の「日

本の銅像ギャラリー」と「銅像指名手配」になぜか収録されていないのである。な

お、資料の説明を緑文字で、林の意見や注釈を青文字で記載する。 

 

（２）立命館大学の創立 

 立命館大学の HP（２）のサイト/）に、創立の経緯が次のように記載されている。 
立命館の歴史は、近代日本の代表的な政治家で、国際人であった西園寺公望（1849-

1940）が、1869 年、20 歳の若き日に、京都御苑の邸内に私塾「立命館」を開設したこと

に始まります。その翌年、学生たちの高談放論を危険と見なした時の太政官留守官の差留

命令により立命館は閉校を命じられますが、西園寺の秘書を務めたこともある中川小十郎

（1866-1944）が、その精神を受け継いで、1900 年、勤労者のための夜学校「京都法政学

校」を設立しました。これが学園としての立命館の始まりです。その後、1913 年、京都法

政学校は、西園寺の承諾を得て、「立命館」の名称を継承し、今日に至っています。 

中川小十郎は、西園寺の「自由主義と国際主義」の精神を受け継ぎ、「自由にして清

新」な学府、つまり自由にして進取の気風に富んだ学園の創造をめざしました。この精神

は、立命館学園の建学の精神として、今日まで受け継がれ、学園に集う者の心に息づいて

います。今日、立命館学園は、わが国でも最も積極的に大学改革、学園創造をすすめる学

園として社会の高い評価を受けています。このような本学園の先進性、創造性は、まさに

「自由と清新」という建学の精神に根ざすものにほかなりません。 

 以上のような立命館大学の歴史より、「立命館憲章」を次のように制定している

（３）のサイト/）。 
立命館憲章 

立命館は、西園寺公望を学祖とし、1900 年、中川小十郎によって京都法政学校として創設

された。「立命」の名は、『孟子』の「尽心章句」に由来し、立命館は「学問を通じて、

自らの人生を切り拓く修養の場」を意味する。 

立命館は、建学の精神を「自由と清新」とし、第 2 次世界大戦後、戦争の痛苦の体験を踏

まえて、教学理念を「平和と民主主義」とした。 

立命館は、時代と社会に真摯に向き合い、自主性を貫き、幾多の困難を乗り越えながら、

広く内外の協力と支援を得て私立総合学園への道を歩んできた。 

立命館は、アジア太平洋地域に位置する日本の学園として、歴史を誠実に見つめ、国際相

互理解を通じた多文化共生の学園を確立する。 

立命館は、教育・研究および文化・スポーツ活動を通じて信頼と連帯を育み、地域に根ざ

し、国際社会に開かれた学園づくりを進める。 

立命館は、学園運営にあたって、私立の学園であることの特性を活かし、自主、民主、公

正、公開、非暴力の原則を貫き、教職員と学生の参加、校友と父母の協力のもとに、社会

連携を強め、学園の発展に努める。 

http://www.japanprobe.com/2007/12/13/fearless-mouse/
http://www.geocities.jp/douzouz/
http://www.geocities.jp/douzouz/
http://www.ritsumei.ac.jp/profile/about/foundation/
http://www.ritsumei.ac.jp/profile/about/charter/
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立命館は、人類の未来を切り拓くために、学問研究の自由に基づき普遍的な価値の創造と

人類的諸課題の解明に邁進する。その教育にあたっては、建学の精神と教学理念に基づき、

「未来を信じ、未来に生きる」の精神をもって、確かな学力の上に、豊かな個性を花開か

せ、正義と倫理をもった地球市民として活躍できる人間の育成に努める。 

立命館は、この憲章の本旨を踏まえ、教育・研究機関として世界と日本の平和的・民主

的・持続的発展に貢献する。         2006 年 7 月 21 日 学校法人 立命館 

 

（３）立命館大学のキャンパス 

京都市内には、立命館大学のキャンパスが JR 二条駅前（朱雀キャンパス）と金閣

寺の近く（衣笠キャンパス）にある（図１を参照）。その他、立命館大学には、 び

わこ・くさつキャンパス（滋賀県草津市）、大阪いばらきキャンパス（大阪府茨木

市）、東京キャンパス（東京都千代田区）、および大阪梅田キャンパス（大阪市北

区）がある。 

 

 

図１．京都市内にある立命館大学のキャンパス。本図は、４）のサイト/より借用。 

 

 京都市内の交通は少し分かり難いので、JR 京都駅から朱雀キャンパスと衣笠キャ

ンパスに行く方法の一つを紹介する。 

①JR 京都駅から山陰本線（愛称は嵯峨野線）の電車に乗ると、２つ目の駅が二条駅

で、京都駅から６分くらいで到着する。ただし、運行本数が１時間に４－５本であ

るので、運が悪ければ少し待つ必要がある 

②立命館大学の朱雀キャンパスは、二条駅の東口から千本通を南に行くと、三条通

との交差点の角にある。図２に示すように、建物は１棟で戦前の大学風の素敵な外

観で、主に大学本部として使われている。 

http://www.ritsumei.ac.jp/accessmap/suzaku/
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③朱雀キャンパスの前にバス停があり、ここから立命館大学（衣笠キャンパス）行

きのバス（55 系統）に乗ることができるのが便利である。ただし、この系統は１時

間に２本しか運行されていないので、朱雀キャンパスを見学する前に、バスの出発

時刻を確認しておくと安心である。 

④朱雀キャンパスから、55 系統のバスに乗車すると、通常は（特に、渋滞がない場

合）20 分くらいで衣笠キャンパスに到着する。 

⑤なお、京都市内の各所から金閣寺行きのバスは多いので、これらのバスを利用す

れば、衣笠キャンパスに行くことができる。 

 
図２．JR 二条駅前にある立命館大学の朱雀キャンパス（中川会館）。 

 
（４）朱雀キャンパスの銅像 
 2017 年９月 26 日の朝、私（林）は JR 京都駅で嵯峨野線に乗り換えて二条駅に行
った。幸い、京都駅での待ち時間は約５分であった。私の学生時代には、二条駅は
地上の木造駅舎で、荘厳な社寺を彷彿とさせる造りや貴賓室も設置された立派な駅
舎として全国的に知られていた。1996 年には、高架化工事および新駅舎が完成し、
旧駅舎は梅小路蒸気機関車館に移築されている。 
 私は二条駅前にある立命館大学朱雀キャンパスを訪問した。図２に示したように、
朱雀キャンパスは１棟のビルのみであるが、その外観は戦前の大学を彷彿とする造
りで素敵であった。このビルは「中川会館」と呼ばれており、主として大学本部と
して使われているようだ。 
1 階正面玄関を入ると（入場自由である）、次ページの図３上に示すように、玄

関ホールに創立者・中川小十郎の胸像があり、胸像の背後には、創立以来立命館学
園を援助するとともに、学園の精神と名称を与えたことなどから学園の「学祖」と
して敬仰される西園寺公望公が揮毫した「立命館」の扁額のレプリカが掲げられて
いる（図３中）。現在、オリジナルの扁額は総長室に飾られている。これは 1905 年、
京都法政学校が「立命館」の名称を継承することを許した西園寺公望から寄贈され
たもので、「立命館」の三文字が力強く書かれている。なお、署名には藤原が使わ
れており、一瞬「藤原とは誰だ？」と思ったが、よく考えてみると「西園寺」は通
称で、公望公の正式な姓は「藤原」であることに気づいた。 
中川像（図３下）は、氏の実直さが表れているようである。 

（本文は、５ページに続く。） 
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図３．中川会館の１階玄関ホー

ル 

上：中川小一郎の胸像全景 

中：西園寺公望公が揮毫した

「立命館」の扁額のレプリカ 

下：中川小一郎の胸像 
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中川像の左右には、「立命館憲章」の一部が記載されている。向かって右側には

次のように書かれている。 
立命館は、西園寺公望を学祖とし、1900 年、中川小十郎によって京都法政学校として創設

された。「立命」の名は、『孟子』の「尽心章句」に由来し、立命館は「学問を通じて、

自らの人生を切り拓く修養の場」を意味する。 

向かって左側には次のように書かれている。 
立命館は、人類の未来を切り拓くために、学問研究の自由に基づき普遍的な価値の創造と

人類的諸課題の解明に邁進する。その教育にあたっては、建学の精神と教学理念に基づき、

「未来を信じ、未来に生きる」の精神をもって、確かな学力の上に、豊かな個性を花開か

せ、正義と倫理をもった地球市民として活躍できる人間の育成に努める。 

 1 階正面奥には「メモリアルホール」と呼ばれる空間があり、立命館学園の発展

の歴史を伝えるパネルや映像を見ることができる。ホールには、孟子の石像がある。

５）のサイト/は、「立命館名称の由来」を次のように説明している。 
「立命」というのは中国の古典「孟子」の盡心章（じんしんしょう）の一節にある「殀壽

不貳 修身以俟之 所以立命也」から採ったもので、「人間には、若死にする人もあれば、

長生きする人もあるが、それはすべて天命で決められていることである。だから生きてい

る間はわが身の修養（勉強）に努めて天命を待つのが人間の本分を全うすることなのであ

る」という考えです。したがって、「立命館」は人間がその本分をまっとうするための場

所を意味しています。立命館の名称が孟子の盡心章の一節にちなんでいることから、２０

０５年７月、中国政府より孟子の石像が寄贈され、朱雀キャンパスに置かれています。 

「メモリアルホール」には、学祖・西園寺公望の石膏像（直径約 41 センチ）も飾

られている。これは、彫刻家・武石弘三郎が大正時代に手がけた西園寺公望の銅像

をもとに複製されたものである。この銅像のオリジナルはもともと神田駿河台の西

園寺邸にあったが、関東大震災で破損してしまったものである。その後西園寺側近

が破片から復元したものが清水市（現・静岡市清水区）の清見寺で保管されていた

ことが判明。立命館がこれをもとに再度複製したものである。西園寺は自身の銅

像・彫刻を残すことを嫌ったため、完全な立体像としては清見寺のものを除き、こ

れ以外に残っていないとされる。 

 

 

図４．中川会館のメモリアルホー

ルにある西園寺公望の石膏像 
公望公は戦前、総理大臣や元老を歴

任した。孫の公一氏（1906-1993）

はゾルゲ事件に関与し、執行猶予付

きの有罪判決を受けたので、家督を

弟に譲った。1947 年、公一氏は第１

回参議院選挙に無所属で当選した

が、以後は落選。1955 年には、ウィ

ーンで開かれた世界平和評議会に日

本代表として出席し、中国から「人

民交流」の日本側の窓口となる人物

の推薦を頼まれたことがきっかけで

同国の「民間大使」となり、北京に

移住して国交正常化前の日中間の民

間外交を行った。文化大革命の時期

には、毛沢東、江青等を賛美した。 

http://www.ritsumei.ac.jp/profile/about/history/origin/
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（５）衣笠キャンパスの銅像 
 私は立命館大学の朱雀キャンパスを見学した後、55 系統のバスに乗って、衣笠キ
ャンパスに行った。その付近の地図を図５に示す。正門の受付で「平井先生の銅像
を拝見できますか？」と質問すると、「どうぞ」との返事で、「図書館は正門の右
側にあります」と親切に教えてくれた。衣笠の図書館は旧第一体育館跡に 2016 年春
に新築移転した。建築費用の大部分が、大学 OB で元ニチコン会長の故平井嘉一郎
（1907-2001）の遺産の寄付に賄われたことに因み平井嘉一郎記念図書館と命名された。 
（本文は、８ページに続く。） 

 
図６．立命館大学の衣笠キャンパスにある平井嘉一郎記念図書館 

図５．立命館大学・衣笠キャン

パス周辺の地図 
立命館大学の朱雀キャンパスの前

にバス停があり、ここから立命館

大学（衣笠キャンパス）行きのバ

ス（55 系統）に乗ることができ

る。ただし、この系統は１時間に

２本しか運行されていない。ま

た、京都市内の各所から金閣寺行

きのバスが多いので、これらのバ

スを利用して「わら天神」で降り

れば、衣笠キャンパスに行くこと

ができる。 
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図７．平井嘉一郎記念図書館のエントランスホールにある平井嘉一郎の胸像 
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図８．「平井嘉一郎記念図書館」誕生の由来 

 

 平井嘉一郎の胸像を図７に、胸像の向かって左側に掲示されている「平井嘉一郎記念

図書館」誕生の由来を図８に示す。なお、平井嘉一郎記念図書館開館式の動画（2016

年 3 月 30 日取材）を７）のサイト/Iに示す。 

 

（６）立命館由来の石碑 

 衣笠キャンパスの正門を入ると、平井嘉一郎記念図書館の正面に立派な石碑があ

る。その写真を図９に示す。この石碑は「立命館 その由来の碑」と呼ばれている。

「立命館名称の由来」は５ページに記載した。石碑左側の碑文によれば、本碑は

2001 年春、立命館総長・長田豊臣により建立された。 

 

図９．立命館 その由来の

碑 

https://www.youtube.com/watch?v=Yha7w3ZJevI
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（７）立命館探索の印象 

 私（林）は、長年の間、立命館大学に対して、ある種の罪悪感（あるいは、後ろ

めたさ）を持っている。実は、私が 1960 年２月の 18 才の時、立命館大学理学部物

理学科を受験した。この受験は、立命館大学に入学するためではなく、大学受験の

練習のためであった。私は、当時、立命館大学がどういう大学であるかを全く知ら

ず、徳島から東京に行く途中で、日程的に丁度よく、入試の自信をつけるのにも適

当な大学であったからであった。 

 現在、私には立命館大学を受験した場所の記憶がない。ただ憶えていることは、

数学、物理、英語の試験を、試験時間の半分以内に総ての解答を書き終わり、「大

学入試とは意外に簡単である」と思ったことだけである。私は、受験結果を見に行

くことなく東京に出発し、東京では希望の大学に入学することができた。そういう

意味で、私は立命館大学受験が大いに役立った。ところが、高校の同級生の一人か

ら「林君は立命館に本当に行きたい人の席を一つ奪った」と非難された。それ以来、

私は「彼の言ったことは全く正しく、私は立命館大学とその受験生に悪い事をし

た」と申し訳なく思っている。 

 それ以来 57 年ぶりに、私は銅像探索というひょんな理由で、立命館大学を再訪し

た。そこで私が発見した立命館大学は、立派な外観と、学祖の西園寺公から育まれ

て来た「自由で国際的な精神」であった。また、「立命館は末川博や白川静のよう

な時代に受け入れられなかった反権力的な先生方に、研究と教育の場を提供した。

現在の立命館大学は、日本で最も進歩的に運営されている。」ことなど、私は立命

館大学の素晴らしさを知り、そういう大学を何も知らずに踏み台にした自分を恥じ

ている。 

また、私は平井嘉一郎記念図書館を訪れ、その立派な設備に驚愕した。私は「こ

の大学は、学生達にこのような極めて優れた学習環境を提供している。そんじょそ

こらの儲け主義の大学とは品格が違う」と感動した。ニチコンの事実上の創業者で

ある平井氏の意を受けて、信子夫人は様々な社会貢献活動に資金を提供している。

私は、「平井氏が一代で、よくまあこのような巨額な財を築けたものだ」と驚いて

いる。多分、自社株を大量に所有されているのであろう。 
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