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第 69 回 東京都練馬区武蔵大学の銅像探索 

               筆者：林 久治（記載：2018 年 11 月７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、「市井で頑張って人生を過ごしたが、有

名人ではなく一般には全く知られていない人物」と言う意味である。最近、私は大

阪近傍で、その候補となりそうな銅像を数体ネットで見つけている。 

私は大阪でそれらの銅像の幾つかを探索している。そららの探索記を57 回の記事

/f、58 回の記事/f、59 回の記事/f、65 回の記事/f、66 回の記事/f、および67 回の

記事/fで書いた。東京近傍の銅像は、日本銅像探偵団のサイトで殆ど探索尽されて

いる印象であった。しかし最近、私が住んでいる練馬区近傍の銅像をネット調査す

ると、上記のサイトに収録されていない銅像がゴロゴロ見つかって来たのは意外で

あった。そこで、東京で猛暑が収まった８月 28 日から、私は東京の銅像探索を始め

た。それらの探索記を61 回の記事/f、62 回の記事/f、63 回の記事/f、64 回の記事

/fおよびに68 回の記事/fに記載した。 
11 月３日は武蔵大学の大学祭（白雉祭）なので、本学で銅像探索を行った。その

後、近くにある金乗院（練馬区錦２－４－28）でも銅像探索を行った。今回は、武

蔵大学の銅像探索記を記載する。なお、本稿においては、資料の記述を緑文字で、

私（林）の意見や説明を青文字で記載する。 
 
（２）根津嘉一郎と武蔵大学 

 ウィキペディアによれば、根津嘉一郎（1860.8.1-1940.1.4）の略歴は次の通りで

ある。甲斐国山梨郡正徳寺村（現・山梨市）に生まれる。根津家は雑穀商や質屋業も営む

豪商であった。1889 年には村会議員となった後、東京へ進出し、若尾逸平や雨宮敬次郎と

知り合い、甲州財閥を形成する。経営に行き詰まった企業を多く買収し、再建を図ったこ

とから「火中の栗を拾う男」「ボロ買い一郎」との異名や揶揄を与えられることもあった。

東武鉄道や南海鉄道（現・南海電気鉄道）など日本国内の多くの鉄道敷設や再建事業に関

わり、「鉄道王」と呼ばれた。 1904 年以降、衆議院議員（憲政会）を連続 4 期務めた他、

1926 年 12 月より勅選貴族院議員となった。 「社会から得た利益は社会に還元する義務が

ある」という信念のもと、教育事業も手がけ、1922 年に旧制武蔵高等学校（現在の武蔵大

学、武蔵高等学校・中学校）を創立する。  

ウィキペディア（学校法人根津育英会武蔵学園）によれば、1921 年に、根津の寄付

した約 3,600,000 円相当の土地（江古田の農地）・株式・現金を資産に、学校の経営母体

として根津自身を理事長とする「財団法人根津育英会」が設立された。財閥総帥の個人的

な資金拠出によって私立学校が設立されるというニュースは「一世一代の大奮発」として

大きく報じられ、当時の社会を驚かせた。翌 1922 年 4 月、日本初の私立・7 年制の旧制高
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校として開校した。同校は（旧制中学と旧制高校の）7 年一貫教育を掲げる独特の教育方

針で知られ、多数の東京帝国大学進学者を出した。1948 年には学制改革により新制武蔵高

校が発足し、1949 年には武蔵大学と武蔵中学が発足した。現在は、学校法人根津育英会武

蔵学園（HP は２）のサイト/l）が武蔵大学と武蔵高校・中学を経営している。 

図１上には、現在の武蔵大学江古田キャンパスの構内図を示す。 

 

 

 
図１．上：武蔵大学江古田キャンパス構内図 本図は３）のサイト/lより借用。 
下：大学祭（白雉祭）当日の武蔵大学正門。 

https://www.musashigakuen.jp/gakuen/index.html
https://www.musashi.ac.jp/annai/campus/ekoda.html
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（３）根津嘉一郎像の探索 
 私（林）は、武蔵大学江古田キャンパに根津嘉一郎と鈴木武雄の銅像があること

を知っていた。これらの銅像は日本銅像探偵団のサイトに収録されていない。（た

だし、根津の出身地である山梨市の万力公園には、根津氏の大きな全身像があり、

本像は本サイトに収録されている。）私は予てから根津像と鈴木像の撮影を計画し

ていた。しかし、私立大学内にある銅像を撮影することは面倒があるので、誰でも

構内や校舎に立ち入ることが出来る大学祭の日に撮影に行くことにした。 
 本年の武蔵大学の大学祭（白雉祭）は、11 月３－４日に開催された。私は３日

（土）に同校に行った。白雉祭の意味を、祭のプログラムや HP では説明されていな

い。白雉は武蔵大学のシンボルなので、同校の学生には説明の必要性が感じられな

いのかもしれない。ウィキペディア（武蔵大学）によれば、「武蔵のシンボル白雉は

続日本紀神護景雲 2 年（766 年）『武藏国献白雉』の故事に因む。白雉は校章にも用いら

れている（図４を参照）」そうである。大化の後、白雉（はくち：650-654）という

元号があった。これは長門国から白雉が献上されたことにより定められた。この時

は、武蔵国からの献上の故ではない。なお、不思議なことに、白雉の後は 686 年に

朱鳥と定められるまで元号はなかった。 

図１下に白雉祭の様子を示す。校門を入ると、古い木々が多く武蔵野の風情が残

っているような落ち着いた構内であった。私は構内を少し歩いてみたが銅像が見当

たらなかったので、正門脇の案内所に居た学生さんに「根津先生と鈴木先生の銅像

は何処にありますか？」と聞いてみた。彼女が「サア」というので、根津像のある

大講堂の場所を教えて貰った。大講堂玄関の写真を図２に示す。 

 
図２．武蔵学園大講堂の玄関 

http://www.geocities.jp/douzouz/
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 ２）のサイト/lには、武蔵学園大講堂を次のように説明している。 
この大講堂は、武蔵高等学校創立者根津嘉一郎により、1928 年に建設され学校に寄贈され

た。設計は、早稲田大学建築学科創設の中心メンバーで、大正昭和初期の建築家として著

名な佐藤功一（1878-1941）。佐藤は、武蔵創立後に建設された施設の多くを手がけ、他

に、大隈講堂（1927）、日比谷公会堂（1929）等の作品を残した。 

 

  
図３．武蔵学園大講堂の１階ホールにある根津嘉一郎の銅像 

https://www.musashigakuen.jp/gakuen/index.html
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 大講堂１階ホールの正面に設置された根津嘉一郎の銅像を図３に示す。本像は全

長１ｍ位の全身像であった。本像の台座には、根津氏の名前のみの銘板（図４上

左）しかなく、銅像の作者名や建立時期の銘板はなかった。 

 

 

図４． 
上左：根津嘉一郎像の銘板、 

上中：武蔵大学のシンボルマーク、 

上右：武蔵高校の校章、 

下：大学１号館。 
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（４）鈴木武雄像の探索 
 根津像を撮影した次は、鈴木武雄像の撮影である。鈴木像の場所は、学生さん達

に聞いても分かりそうもない。幸い、大講堂の事務室に年配の事務員がいた。私は

彼に鈴木像の場所を聞くと、「正門前にあるガラス張りの校舎です」と親切に教え

て下さった。その場所に行くと、そこは図４下に示すように「大学１号館」で、当

日は「受験相談」に使われていた。ここの１階に鈴木像が設置されていた。図５に

鈴木武雄先生（1901-1975）の胸像を示す。 
 本像には、先生の名前の銘板と、「鈴木武雄先生記念会」による「鈴木武雄先生

胸像設立協力者」の銘板があった。しかし、本像の制作者や建立時期を示す銘板は

なかった。 

 

 
図５．武蔵大学１号館１階ホールにある鈴木武雄先生の胸像と銘板 
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図６．鈴木先生像の拡大写真 
 
 この温厚そうな鈴木先生はどんな先生だったのであろうか？４）のサイト/lには、

先生の略歴が次のように書かれている。 「兵庫県出身。経済学者。昭和４９年武蔵大

学教授になり、後に学長に就任した。 制作者＝不明 制作年＝不明。」昭和 49 年とは

1974 年なので、この文が正しければ、先生は 73 才で武蔵大学教授に就任し、その

後に学長になり、翌 1975 年に亡くなられている。その間の１年間で、先生は胸像に

なるような業績を挙げられたのだろうか？「どうも、おかしい」と私（林）は思っ

た。 

 ウィキペディア（鈴木武雄）によれば、先生の略歴は次の通りである。 

鈴木 武雄（1901.4.27-1975.12.6）は、日本の経済学者、東京大学名誉教授。兵庫県出身。

第三高等学校卒、1925 年東京帝国大学経済学部卒業。28 年京城帝国大学助教授、35 年教

授。敗戦で引き揚げ、戦後 49 年武蔵大学教授・経済学部長、57 年東大経済学部教授、61

年経済学博士。1962 年定年退官、名誉教授、武蔵大学教授、学長。この文によれば、鈴

木先生は 1949 年（昭和 49 年ではない！）に、発足したばかりの武蔵大学の経済学

部長に就任されている。現在の武蔵大学は「ゼミの武蔵」を看板にしているが、そ

https://blogs.yahoo.co.jp/takay36/34120475.html
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のような武蔵大学の伝統を創られたのが鈴木先生ではなかろうか。私は「先生のそ

のような業績を讃えて、胸像が建立された」と考えている。 
 上記のような経験より、私は「ネットの記事を無批判に信用すべきではない。自

分でよく考えて、記事を読むべきである」と考える。なお、武蔵大学は学校法人根

津育英会武蔵学園が運営しているので、法人組織は次のように複雑である。 
理事長－理事会－学園長－大学学長、高校中学校長 

現在の理事長は根津 公一（根津喜一郎の孫）、現在の学園長は有馬朗人（元文相）。 
 
（５）武蔵大学の自然 

 
図７．武蔵大学の構内を流れる濯川（すすぎがわ） 
 

 図１下に示すように、武蔵大学の正門付近には見事なけやき並木がある。また、

構内を散策すると、綺麗な小川が流れていた。図１上には、この川の名前は「濯

川」であるそうだ。私はこの名前が読めなかったので、帰宅してネットで検索する

と、５）のサイト/lにより「すすぎがわ」であることが分かった。本サイトによれ

ば、「濯川（すすぎがわ）は武蔵大学のなかを流れている川。もともとは千川上水からの

取り入れ用水だったが、千川上水がなくなってしまったいま、千川のなごりをかすかにと

どめている」そうである。このように、武蔵野の面影が武蔵大学には残されている。 

  

 

http://www.geocities.jp/sirakigi/susugigawa.html
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図８．千川上水から江古田川への３本の分水 本図は６）のサイト/lより借用。 

 

６）のサイト/lによれば、明治時代まで、千川上水から江古田川へ流れる３本の

分水があったそうである。それらを図８に示す。現在は、武蔵大学の構内だけ濯川

が流れているが、残りの部分は暗渠になっているそうである。つまり、百年前の武

蔵野の風景が大学構内に残されているのである。濯川の詳細は、７）のサイト/lを

ご覧下さい。 

 

（６）大学受験の御三家 

 ８）のサイト/1に次のような記事があった。 

それぞれ東大などへの進学実績があり、「御三家」と呼ばれてきた首都圏の中高一貫校、

開成・麻布・武蔵。だが近年は進学実績に差があり、名門校の勢力図が変わりつつある。

「御三家」は進学実績からいえば、もはや死語。学校名にとらわれない進路選択をする時

代になりました。 男子の「御三家」に異変が起きたのは、1993 年だ。この年、首都圏私

立高校の東大合格者数（浪人含む）トップは開成（171 人）、次が麻布（96 人）。ここま

では例年どおりだったが、武蔵（47 人）が順位を落とし、駒場東邦（54 人）が躍進した

のだ。前年、武蔵の東大合格者数は 85 人。多くの浪人生が合格したために 93 年は減少に

転じたとも考えられるが、70 人以上が当たり前だった合格者数は、93 年以降、減少を続

け、2014 年は 22 人。開成、麻布が一定数を保ち、駒場東邦が伸びているのとは対照的だ。

御三家はいずれも放任主義で、生徒が自ら学ぶ姿勢を養う教育方針。中でも武蔵は、詰め

込み式ではなく、教養を高めるような学習スタイルだった。けれど、少子化の流れもあり、

http://lotus62.cocolog-nifty.com/blog/2012/09/post-8f57.html
http://lotus62.cocolog-nifty.com/blog/2012/09/post-8f57.html
http://www.geocities.jp/sirakigi/susugigawa.html
https://dot.asahi.com/wa/2014060400123.html?page=1
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大学まで手厚く面倒を見てほしいと思う親が増えました。そんな意識の変化が「面倒見の

良さ」で定評の駒場東邦の躍進につながったという。 

９）のサイト/3によれば、最近の武蔵高校の東大合格者の実績は次の通りである。 

武蔵高校 2015 年：22 人、2016 年：26 人、2017 年：32 人、 

（最高は 1979 年及び 1984 年の 86 人）。 

ちなみに、女子校の名門・桜陰高校の実績は次の通りである。 

桜陰高校 2015 年：76 人、2016 年：59 人、2017 年：63 人、 

（最高は 1996 年の 93 人）。 

ただし、各校の生徒数には差があるので、各校の募集人数を以下に示す。 

武蔵：160 人、開成：300 人、麻布：300 人、灘：220 人、桜陰：235 人 

 私（林）は理研の定年後、70 才まで早大の非常勤講師として理工学部１年生の化

学実験を教えていた。各学生は実験の後、実験結果を報告して、口頭試問を受ける

義務がある。本科目は必修なので、理工学部の全員が受講する必要があった。中に

は化学が苦手で、試問の成績が悪い学生も少なくなかった。私は毎年、何百人もの

学生を試問したが、特に優秀な学生を一人よく憶えている。彼に出身高校を聞くと、

「武蔵」との答えであった。私はこのような経験から「武蔵の教育は大学受験には

不利であるが、本来の学問をする精神をよく教えている」と思っている。最近は、

武蔵でも学力をしっかり身に付けるカリキュラムを始めているそうである。 
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