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第 71 回 妙心寺の紅葉と沢村栄治像 

               筆者：林 久治（記載：2018 年 12 月９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６月下旬に大阪に滞在し、その間にそれらの銅像の幾つかを探索した。その

探索記を57 回の記事/f、58 回の記事/f、および59 回の記事/fで書いた。私はまた

９月 28 日から 10 月９日まで大阪に滞在して銅像探索を行った。その探索記を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。 

 

今回、私は 11 月 22 日から 12 月４日まで大阪に滞在して、大阪と京都で銅像探索を

行った。前回の記事/fでは、嵐山の紅葉を紹介した。本稿では、嵐山の近くの花園に

ある妙心寺と京都学園高校にある沢村栄治の銅像を紹介する。大阪での銅像探索は

図１．妙心寺と京都学園の周辺地

図  
本図は２）のサイト/sより借用。 
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次回以降に書く予定である。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）妙心寺の紅葉見物 

 私と家内は、11 月 26 日、常寂光寺の紅葉見物の後、落柿舎をまわって、JR 嵯峨

嵐山駅に行った。そこから、JR 嵯峨線の電車に乗り、京都駅方向に２駅目の花園駅

で下車した。図１に示すように、花園駅からは妙心寺は近い。妙心寺の境内図を図

２に示す。 

 
図２．妙心寺の境内図 本図は４）のサイト/gより借用。 

 
ウィキペディアによれば、当寺の概要は次の通りである。妙心寺（みょうしんじ）

は、京都市右京区花園にある臨済宗妙心寺派大本山の寺院。山号を正法山と称する。本尊

http://www.ipot.co.jp/image/img-sannai.jpg
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は釈迦如来。開基（創立者）は花園天皇（1297-1347、在位：1308-1318）。開山（初代住

職）は関山慧玄（無相大師：1277-1361）。寺紋は花園紋（妙心寺八つ藤）。 日本にある

臨済宗寺院約 6,000 か寺のうち、約 3,500 か寺を妙心寺派で占める。近世に再建された三

門、仏殿、法堂（はっとう）などの中心伽藍の周囲には多くの塔頭（48 院）が建ち並び、

一大寺院群を形成している。平安京範囲内で北西の 12 町を占め自然も多いため、京都市

民からは西の御所と呼ばれ親しまれている。  

 

 
図３．上：妙心寺の南総門、下：仏殿（前）、法堂（中）、および大方丈（奥）。 
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妙心寺の南総門（重文、建立：1610 年）を図３上に示す。図３下には、当寺の仏

殿（前、建立：1827 年）、法堂（中、建立：1656 年）、および大方丈（奥、建立：

1654 年）を示す。いずれも、重要文化財である。当寺には多数の塔頭があるので、

境内はさながら大きな寺町のようである。その風景を図４上に示す。ただし、境内

の道路は自動車が我が物顔に通行しているが無粋である。境内の塔頭は総て立派に

見えるが、「どのようにして財政を維持しているのか」が不思議である。 

 

 

図４．上：境内には多数の塔頭がある、下：桂春院の表門。 



 5 

当寺で、通年に公開されているのは、退蔵院、大法院、および桂春院のみである。

これらの３塔頭は紅葉の名所でもある。私共は３塔頭を全て見学する時間と費用を

惜しんで、「紅葉の穴場スポット」と呼ばれている桂春院のみを見学した。桂春院

の写真と紹介は、９）のサイト/が優れている。図４下には、桂春院の表門を示す。 

 

 

 
図５．桂春院庭園の紅葉 

https://www.travel.co.jp/guide/article/21619/
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桂春院の紅葉は図５に示すように、全山紅葉の如く下品なものではなく、銘木の

紅葉を愛でるとの誠に禅的であった。ウィキペディアによれば、桂春院の歴史は次

の通りである。慶長 3 年（1598 年）に織田信忠（織田信長の長男）の 2 男・織田秀則

（津田秀則）が水庵宗掬（すいあんそうきく）を開祖として見性院（けんしょういん）を

創建。 秀則死後、美濃の豪族・石河貞政（いしこさだまさ）が寛永 9 年（1632 年）に父

の 50 年忌の追善供養のために桂南守仙（けいなんしゅせん）を請じて建物を整備し、父

の法名「天仙守桂大禅定門」・母の法名「裳陰妙春大姉」から 1 文字ずつをとり桂春院と

改めた。  

 妙心寺の紅葉では、桂春院より退蔵院が有名である。退蔵院に入場する時間がな

かったので、当院の表門の写真のみを図６に示す。 

 
図６．退蔵院の表門 
 
（３）京都学園高校の沢村栄治の銅像 

 

図７．京都学園中学高等学

校の校門 
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桂春院の紅葉を見物して妙心寺の北門を出ると、隣が京都学園高校の校門である

（図１を参照）。校門に守衛さんがいたので、私（林）は「沢村栄治の銅像を撮影

してもよいか」と聞いた。守衛さんには快諾していただき、校門脇の銅像の場所を

教えていただいた。多分、沢村像を撮影に来る人は多いのではなかろうか。沢村像

の写真を図８に示す。（本文は、９ページに続く。） 

 

 
図８．京都学園高校の校門脇に建立された沢村栄治の銅像 
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図９．上：沢村栄治像の拡大写真、下：沢村像の傍に建っていた碑文。 
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沢村像の傍には、図９下に示すような碑文が建っていた。像の台座には、図 10 に

示すような銅像建立委員会の団体名が記載されていた。碑文が示すように、本像は

京都学園の創立 80 年を記念して、2003 年 11 月 29 日に除幕された。碑文は、京商

で沢村投手とバッテリーを組んだ山口千万石捕手の撰文である。５）のサイト/Dに

よれば、山口氏は本像の除幕の直前に亡くなったそうである。 

 

 
図 10．銅像建立委員会の団体名 

 
沢村栄治投手（1917.2.1-1944.12.2）の銅像は、彼が日米野球で好投した静岡草

薙球場前、彼の故郷・伊勢の倉田山公園球場前、及び母校の京都商業学校（現在の

京都学園高等学校）に建立されている。日本銅像探偵団のサイトの「日本の銅像ギ

ャラリー」欄には、静岡と伊勢の銅像は収録されている。しかし京都の銅像は収録

されていないので、今回、私が京都学園を訪れ、本像を撮影した次第である。沢村

投手は大変有名であるので、本稿で私が詳しく紹介する積りはない。彼の略歴は、

５）のサイト/Dによく記載されている。また、彼に関する動画は、６）のサイト/M

で視聴できる。 

私が検討したいのは、次の２点である。 

➀伊勢で生まれた沢村が、どうして京都商業学校に入学したのか？ 

②野球の天才であった沢村を、どうして巨人軍は徴兵から護れなかったのか？ 

問題➀に関しては、７）のサイト/7に次のような記事が記載されている。 

それにしても沢村も山口も三重県宇治山田市出身。ともに地元の旧制小学校で学んだ幼

なじみである。その２人が、なぜ遠く離れた京都商業に進んだのだろう。諸説あるが、

「球都」と呼ばれた京都の野球史と関係があるらしい。京都二中、京都一中、京都一商の

公立勢に同志社、立命館を加えた５校がしのぎを削っていた時代、実力校に駆け上がって

きたのが平安（現龍谷大平安）だった。「平安に続け」。京都商業の創立者・辻本光楠

（つじもとこうなん）の呼びかけで野球部が創設された。 

https://blogs.yahoo.co.jp/naruhiro14/32875730.html?__ysp=5Lqs6YO95a2m5ZyS6auY562J5a2m5qChIOayouadkeWDjw%3D%3D
http://www.geocities.jp/douzouz/
https://blogs.yahoo.co.jp/naruhiro14/32875730.html?__ysp=5Lqs6YO95a2m5ZyS6auY562J5a2m5qChIOayouadkeWDjw%3D%3D
https://www.youtube.com/watch?v=31D8oLBbHJM
http://blue-black-osaka.hatenablog.com/entry/20150610/1433894137
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 国際的な視野を持つことの大切さを訴えていた辻本。両親の反対を押し切り、１８９７

年、１５歳で単身渡米。サンフランシスコ郊外のブドウ畑で働き、夜は英語学校に通った。

「世界のどの舞台に立っても、堂々と自分の意志で行動できる人間」が目標だったという。

学校には沢村の学籍簿が残っている。身長１７３センチ、体重７３キロ。いまの高校生か

らすると決して大きくない。成績は中位。そろばんの成績が抜群に良かったそうである。

だが１７歳で中退し、全日本入り。米大リーグ選抜との「第２回日米野球」（１９３４

年）に参戦した。「世界に羽ばたいてほしい」という辻本の思いもあったのだろうか。沢

村はこの年の暮れ、日本初のプロチーム「大日本東京野球倶楽部」（のちの巨人）に入団

した。なお、本サイトによれば、山口捕手の名前は千万石（せんまんごく）と読むそうで

ある。（山口氏の卒業後の職歴は不明。） 

また、８）のサイト/5によれば、沢村栄治の祖父が京都に住んでいたそうである（父

方？母方？）。９）のサイト/4によれば、1929 年、沢村栄治が明倫小高等科 1 年のとき、

明倫小は沢村─山口千万石のバッテリーで三重県の地区大会を勝ち進み、京都岡崎グラウ

ンドで行われた全国少年野球大会に出場した。沢村はそこでの活躍が注目され、翌年京都

商業に山口さん、そして辰巳という同級生とともに誘われ、入学する。 
問題②に関しては、ウィキペディアに次のような記載がある。 

プロ野球リーグが開始された 1936 年秋に中山武とのバッテリーで史上初のノーヒット

ノーランを達成する。同年 12 月、大阪タイガースとの最初の優勝決定戦では 3 連投し、

巨人に初優勝をもたらした。1937 年春には 24 勝・防御率 0.81 の成績を残して、プロ野球

史上初となる MVP に選出された。さらにこの年は 2 度目のノーヒットノーランも記録する

など、黎明期の巨人・日本プロ野球界を代表する快速球投手として名を馳せた。 

しかし、徴兵によって甲種合格の現役兵として帝国陸軍に入営、1938 年から満期除隊の

1940 年途中まで軍隊生活を送り支那事変に従軍。手榴弾を投げさせられたことから生命線

である右肩を痛めた、また戦闘では左手を銃弾貫通で負傷、さらにマラリアに感染した。

復帰後はマラリアによって何度か球場で倒れたり、右肩を痛めたことでオーバースローか

らの速球が投げられなくなったが、すぐに転向したサイドスローによって抜群の制球力と

変化球主体の技巧派投球を披露し、3 度目のノーヒットノーランを達成した。その後、応

召により予備役の兵として軍隊に戻り 1941 年終盤から 1942 年を全て棒に振り、さらには

サイドスローで投げることも出来ず、肩への負担が少ないアンダースローに転向した。し

かし、制球力を大幅に乱していたことで好成績を残すことが出来ず、1943 年の出場はわず

かだった。 

1944 年シーズン開始前に巨人からついに解雇された。現役引退後、1944 年 10 月 2 日に

2 度目の応召（現役兵時代を含め 3 度目の軍隊生活）。同年 12 月 2 日、フィリピン防衛戦

に向かうため乗船していた軍隊輸送船が、屋久島沖西方でアメリカ潜水艦により撃沈され

て戦死。特進で陸軍伍長に昇進。27 歳没。 

上記の記載により、沢村投手のプロ野球（巨人軍に在籍）での全盛時代は、20 才

で入隊前の僅か１年半であったことが分かる。日本野球の至宝であった沢村投手は、

２度の軍隊生活で投手生命である肩を壊され、３度目の応召で戦死したのである。

当時の日本男児は天皇陛下のために戦死することが最高の名誉であったので、「沢

村投手の一生は仕方なかった」と言えるかも知れない。 

しかし、巨人軍の選手への仕打ちは、今も昔も冷酷で、調子が良い時はチヤホヤ

するが、いったん落ち目になると冷たく見捨てるようだ。戦前の野球界は、大学野

球が最高峰で、プロ野球は現在のプロレスのような一級下の興行と見なされていた。

そういったプロ野球選手を、巨人軍は親身になって護ってあげなかったようである。 

http://d.hatena.ne.jp/awazu-kikou/20100729/1280366905
http://column.sp.baseball.findfriends.jp/?pid=column_detail&id=097-20170509-04
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その当時、所属する青年達を徴兵から上手に護っていた団体は少なくなかった。

例えば、理研の仁科先生は「理研の研究者は原爆の開発に不可欠である」と主張し

て、若手研究者を理研に留めることに成功した。東大理学部では、卒業生はいった

ん軍隊に入隊したが、軍籍のままで軍事研究と称して大学に呼び戻していた。私の

父は大東亜戦争当時には 20 台後半であったが、徳島県で小学校教諭をしていたので、

軍隊には徴兵されず、1942 年には私が、1944 年には妹が誕生した。 

沢村像の撮影を終わって、私は図８の沢村像の背後にある木々の向こう側に、も

う１体の胸像があることを発見した。台座に「辻本光楠先生」と彫ってあった。私

は「多分、この像も日本銅像探偵団のサイトの『日本の銅像ギャラリー』欄に収録

されていないのではないか」と思い、本像も撮影した。その写真を図 11 に示す。 

 

 

私が帰宅して確認すると、辻本像は「日本の銅像ギャラリー」欄に矢張り収録さ

れていなかった。また、辻本先生の業績に関しては、2018 年５月 15 日の京都学園

中学高等学校の「創立記念日の式典が挙行されました」と題する記事（10）のサイ

ト/p）に、次のような記載があった。 

京都学園中学高等学校は、辻本光楠先生（和歌山県出身：1881 年～1948 年）によって

創立されました。辻本光楠先生は、弱冠 15 歳にしてアメリカへ渡りました。当時、学校

において欧米が進んでいると言われていたことに対し、自らの目で確かめてみたいと思う

ようになりました。しかし、先に渡米している日本人を見るにつけ、アメリカ人の言いな

りになっている「卑屈な姿」が目に付き、「これではいけない」と思うようになりました。

「理由のひとつは言葉にある」、言葉が通じないことにより、誤解される、馬鹿にされる、

損をするという現実がありました。そこで、光楠先生は、働きながら夜間の学校に通い、

図 11. 辻本光楠（こうなん）先

生の胸像 

設置場所：京都市右京区花園の京

都学園中学高等学校・校庭 

建立日、胸像制作者は不明。 

http://www.geocities.jp/douzouz/
http://shs-kyotogakuen.com/news/8002.php
http://shs-kyotogakuen.com/news/8002.php
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英語を必死で勉強したのです。そして、次第に「世界に胸を張って自分が日本人だと言え

るような日本人をつくりたい。その根本は教育にある」と思うに至ります。 

先生は、志半ばで帰国し、東京で夜間の予備校を開き、英語を教えます。その後、京都

へ移り住み、やはり夜間の予備校で、旧制中学校へ行くことができず働いている青少年に

英語を教え、旧制高校から大学へと進学させていきました。それでも昼間の学校を創りた

いという思いはますます強くなり、1925 年になって「京都商業学校」の創立・開学となっ

て実現します。そして、先生の教育への熱い思いが、経済的に厳しい状況を何度も乗り越

え、第 2 次世界大戦を経ても学校を存続させることができたのです。 

戦後は京都商業高等学校として商業教育を実践してきましたが、時代の流れは普通科高

校へと向かっており、1990 年に商業科を募集停止し、普通科単独の高校として、学校名を

「京都学園高等学校」と改めました。このとき建学の精神を、グローバルな時代に対応で

きるように、「世界的な視野で、主体的に考え、行動する人材の育成」と再編します。こ

れは、創立者辻本光楠先生の思いを表現した言葉です。さらに 2000 年には、京都学園中

学校が創立されました。そして 2015 年、記念すべき 90 周年を迎えることができました。

そして今年は創立 93 年目、2025 年には 100 周年を迎えます。この京都学園の新たな歴史

を創造するのは、ここにいる、私たち一人ひとりです。ともに力を合わせて、京都学園の

新しい歴史を創造していきましょう。 
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