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第 91 回 目黒区の手島精一像と島崎七郎像 

               筆者：林 久治（記載：2019 年５月 20 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/l（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、私はそのような「スクープ銅像」の

候補となりそうな多数の銅像をネットで見つけている。 

本年の４月 25 日に、中学の同窓会が徳島市であったので、私は３年ぶりに帰徳し

た。2016 年 10 月に帰徳した時には、私は徳島で初めて銅像探索を行った。徳島市

での五宝翁太郎先生の銅像探索記を16 回の記事/fに、美馬市の真鍋勝代議士の銅像

探索記を17 回の記事/fにそれぞれ記載した。３年前から現在までの調査で、私は徳

島県にも日本の銅像探偵団/lに未収録の銅像が多数残っていることを発見している。 
そこで、今回の帰徳を利用して、私はこれら未収録の銅像の幾つかを撮影した。

88 回の記事/fでは、徳島県小松島市櫛淵八幡神社の喜田貞吉像を探索した模様を記

載した。89 回の記事/fでは、徳島大学の長井長義像の探索記を記載した。前回の記

事/fでは、私は、京都市の石原像と蓮如像及び鳴門市の松江像を簡潔に説明した。 
日本の銅像探偵団/lのサイトには、「指名手配銅像」の欄があり、団長さんが本

サイトに未収録の銅像を幾つか指名して、それらの写真投稿を求めている。その

「目黒区」欄に、東工大の手島精一像と祐天寺の島崎七郎像が記載されている。そ

これ、私は５月 15 日に目黒区に行って、これら２像とその他の像を探索した。今回

は、手島像と島崎像の探索記を記載する。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）目黒区の地図 
 目黒区の鉄道地図を次ページの図１に示す。本図が示すように、目黒区は南北に

長い区で、区全体のまとまりが無いような感じがする。強いて言えば、東急東横線

が区の中央を走っている。しかし、北部の駒場地区と南部の大岡山地区は互いに遠

いので、私はとても同じ区内とは思えない。今回は、目黒区の駒場地区、祐天寺地

区、および大岡山地区の順番で銅像探索を行った。しかし、本稿では、大岡山地区

の東京工業大学（以後、東工大と略記）から紹介する。 
 私は定年前の５年間（1997-2001 年度）、東工大のすずかけ台キャンパス（横浜

市緑区長津田町）にある総合理工学研究科で客員教授をしていた。また、大岡山に

ある理学部化学科の田中郁三研究室の方々と親密であったので、大岡山キャンパス

http://www.japanprobe.com/2007/12/13/fearless-mouse/
https://douzou.guidebook.jp/index.html
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-16.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-17.pdf
https://douzou.guidebook.jp/index.html
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-88.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-89.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-90.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-90.pdf
https://douzou.guidebook.jp/index.html
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にはよく来ていた。しかし、その頃の私は、銅像には感心が無かったので、大岡山

にあった手島精一像には全く気付いていなかった。今回は、日本の銅像探偵団/lの

サイトで指名手配されている本像を撮影するために、約 20 年ぶりに大岡山に来たわ

けである。 

 

図１．目黒区の鉄道地図 本図は、２）のサイト/pより借用。 

   

 

https://douzou.guidebook.jp/index.html
https://meguro-kanko.or.jp/area/index.php
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（３）東工大大岡山キャンパスの手島精一先生像 

 

 

 

図２．東工大大岡山キャンパスの構内図 ➀：手島精一先生像 本図は３）のサイ

ト/lより借用。  

 

 図２には、東工大大岡山キャンパスの構内図と手島精一先生像の位置（➀の地

点）を示す。正門付近には「来訪者は守衛所にお越し下さい」との表示があった。

しかし、誰も守衛所に寄らずに入構している。また、守衛所の無い門も多く、事実

上の立入自由であった。しかし、東工大に関係のない人が、銅像撮影目的で入構す

ることは、多少憚れるのかも知れない。そのため、手島像が日本の銅像探偵団/lの

サイトに未登録であったのであろう。私は念のため「東京工業大学客員教授の名称

を付与する」との辞令のコピーを用意して、正門の守衛所から遠い箇所から無断で

入構した。 

 正門から入構すると、東工大のシンボルである本館が目に入る。その写真を次ペ

ージの図３上に示す。４）のサイト/lは、本館を次の様に紹介している。 

1934 年竣工の東京工業大学本館は、創立の地蔵前の校舎を 1923 年の関東大震災で焼失し、

1924 年に現在の大岡山へ移転、1929 年大学への昇格を果たした直後から大岡山キャンパ

スの歴史を見守ってきました。2013 年 7 月、文化庁より登録有形文化財(建造物)に登録さ

れました。 

 東工大の本館は、関東大震災級の地震にも耐えられるように設計された、いかに

も堅固なビルである。さて、お目当ての手島像はあまり目立たなく設置されている

が、本館前の並木の奥（図３の➀の地点）にあった。その写真を図３下に示す。 

（本文は、５ページに続く。） 

 

➀ 

http://info.phys.sci.titech.ac.jp/access.html
http://info.phys.sci.titech.ac.jp/access.html
https://douzou.guidebook.jp/index.html
https://www.titech.ac.jp/about/campus_maps/campus_highlights/cultural_properties.html
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図 3．上：東京工業大学本館、下：手島精一先生像（➀の地点）。 
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図４．上：手島精一先生像、下左：銅像の説明文、下右：銅像下の銘板。 

 

 図４上に手島精一先生像、図４下左に銅像の説明文、図４下右に銅像下の銘板を

示す。銅像の台座には、「東京高等工業學校長手島精一先生銅像」と題する顕彰文

が記載されていたが、日当たりが良くて撮影困難であった。５）のサイト/lに顕彰

文が記載されているので、以下にそれを転載する。 

先生名手島精一菊間藩士明治初遊学欧美研鑽多年皈来首唱富国之基在於工業明治二十三年

任本校校長経営拮据念有七年不求名利以養人材興工業為楽功績昭著世推為斯界泰斗学徒之

http://pccwm336.xsrv.jp/sub24.html
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視先生如其父母今茲故旧門生胥謀鋳模懿範建之校庭略存典型以伝不朽 
大正十年辛酉五月 

 上文の大意は次の通りである。 

先生は、手島精一という名前で菊間藩士だった。明治の始めに西欧に留学し、多年の研鑽

を積んで帰朝すると、国の発展のために工業が重要であることを主張。明治２３年（1980

年）に本校の校長になり、７年間多忙に経営した。名誉を求めず、産業を興す人材の養成

に努め、著しい功績を残して世を去った。学徒たちは先生を父母のように慕い、その懿徳

を模するため、かつての門下生たちが共に協力してこれを建立した。  

大正十年（1921 年）五月 

しかし、この文だけでは、先生の生年も没年も不明で、留学先も分からない。 

 ５）のサイト/lによれば、図４下左の説明文には、次のように書かれている。 

手島精一先生像 

手島精一（1849-1918）は日本における工業教育の父とも呼ばれ、東京工業大学の前身で

ある東京職工学校、東京工業学校、東京高等工業学校の校長。明治初期に若くして渡米、

岩倉使節団の通訳として訪英。1878 年パリ万博にも文部大書記官九鬼隆一男爵の随員とし

て出席した。幾度の洋行で近代的工業教育推進の必要性を痛感していた手島は国立の工業

学校設立を強く訴え、1881 年に東京職工学校を設立した。1890 年に同校校長となり 1916

年の辞任まで途中１年余りを除き 26 年にわたり校長の職を務めた。近代的な科学・技術

の理論と実践、更にはデザイン教育も重視し、同校の拡充・整備に心血を注ぎ、その間東

京工業学校、東京高等工業学校と２度校名を改称、また工業教育の重要性を訴え続けた。

本像の除幕は 1921 年の創立記念日（５月 26 日）。手島の一周忌を機に、遺徳を偲ぶ卒業

生の寄附により製作され蔵前の地に置かれた。原型は東京美術学校（東京藝術大学）の沼

田一雅教授、鋳造は同校の津田信夫教授、キャンパス移転と共に大岡山に移設された。 

 なお、ウィキペディアやコトバンクで次の事項を調べた。 
➀東京高等工業学校の略歴（ウィキペディア） 
1881 年 5 月 26 日：東京職工学校が設立 

1890 年 3 月 24 日：東京工業学校に改称。 

1901 年 5 月 10 日：東京高等工業学校に改称。 

1923 年 3 月：大学昇格が正式決定するも、9 月に関東大震災に罹災、実現延期 

1924 年 4 月：校舎を蔵前より大岡山へ移転（現在の大岡山キャンパス） 

1929 年 4 月：東京工業大学（旧制）へ昇格  

1949 年 5 月：新制大学へ移行 

②菊間藩（ウィキペディア） 

1868 年 5 月、徳川家達が駿府藩に移ったことにより、それまで沼津藩主であった水野忠敬

の所領が駿府藩領となった。その代わりとして、忠敬に上総国市原郡菊間において 2 万

3700 石が与えられたことから菊間藩が立藩した。忠敬は新たな藩庁の建設や藩校の創設に

尽力している。1871 年の廃藩置県で廃藩となった。 

③沼田一雅（ぬまたかずまさ：コトバンク） 
本名は沼田勇次郎（1873-1954）。福井市出身。1891 年上京、東京美術学校教授で木彫家

の竹内久一に師事。1894 年同校鋳造科蠟型助手、1896 年助教授となった。1900 年パリ万

博で「猿廻し置物」が 1 等金牌を受賞。1903 年海外窯業練習生として渡仏、国立セーヴル

http://pccwm336.xsrv.jp/sub24.html
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陶磁器製作所で陶磁器彫刻を研究。1906 年帰国、1909 年東京美校教授となった。1921 年

再び渡仏。1933 年から帝展、文展審査員。作品に「正木直彦陶彫像」などがある。戦後、

1946 年瀬戸市に陶彫研究所を創設、1951 年日本陶彫会を結成し会長。1954 年日本芸術院

賞恩賜賞受賞。 

④津田信夫（ウィキペディア） 

津田 信夫（つだ しのぶ、1875-1946）は千葉県佐倉市出身。日本を代表する鋳金工芸作

家。1895 年、東京美術学校（現在の東京芸術大学）に入学。1900 年に鋳金科を卒業する。

1902 年に東京美術学校の助教授、1919 年には教授となる。帝国美術院（現在の日本芸術

院）会員。フランスと日本の文化交流への功績から、両政府より、オフィシャー・デ・ア

カデミー勲章、オフィシャー・エトワール・ノアール勲章、勲四等瑞宝章を賜り、正四位

に叙せられる。 

➄松江 春次（ウィキペディア、前回の記事/f） 

松江 春次（まつえ はるじ、1876-1954）は会津若松生まれ。松江豊寿の弟。1899 年に東

京工業学校を卒業。妻の「ふみ」は手島精一の次女。南洋興発の初代社長で、「砂糖王」

の異名をとる。 

 

（３）祐天寺の島崎七郎翁之像 

 島崎像も日本の銅像探偵団/lのサイトで指名手配されているので、当日、祐天寺

にも参詣した。図４に、祐天寺の周辺地図を示す。今回が、私の初めての祐天寺参

詣である。祐天寺はあまりにも有名なので、祐天寺駅に下車しても、駅前に祐天寺

への道案内が無かった。幸い、駅前に太ったお巡りさんがいたので、彼に祐天寺へ

の道順を尋ねた。 

 

 

図４．祐天寺の周辺地図 本図は６）のサイト/より借用。 

   

（本文は、９ページに続く。） 

http://masaniwa.web.fc2.com/RW-90.pdf
https://douzou.guidebook.jp/index.html
http://www.homemate.co.jp/rent/dtl/C604000530202/
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図５．上：祐天寺

の境内図 

➀：島崎七郎翁之

像、 

②：かさね塚。 

本図は８）のサイ

ト/より借用。 
 

下：祐天寺の表門 

➀ 

② 

http://www.yutenji.or.jp/info/ryakuengi/
http://www.yutenji.or.jp/info/ryakuengi/
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 図５上に祐天寺の境内図を、図５下に表門を示す。表門はなかなか立派な門構え

である。境内には立派な堂宇が多くあり（それらの多くは有形文化財に登録されて

いる）、参詣客で賑わっており、現在でも庶民に親しまれているようだ。なお、祐

天寺の紹介は７）のサイト/2が優れている。 

 ウィキペディアと８）のサイト/は、祐天寺を次のように紹介している。 

祐天寺（ゆうてんじ）は、東京都目黒区中目黒五丁目にある浄土宗の寺院である。山号は

明顕山。本尊は祐天上人像（本堂安置）と阿弥陀如来坐像（寄木造、阿弥陀堂安置）。現

在の本堂は、元々は常念仏堂として建立された堂宇を再建したものである。享保 3 年の春

ごろから増上寺 36 世住持の祐天の体調が悪化したため、弟子の祐海は祐天が常念仏を行

える廟所を探す。しかし同年 7 月 15 日（1718 年 8 月 11 日）に祐天が亡くなる。 祐天が

廟所を目黒の地に建立する事を望んでいたこともあり、祐海は同じ目黒にある善久院を百

両で購入し住職となる。損傷の激しい善久院に祐天の廟所と常念仏堂を建立再興した。 

享保 8 年（1723 年）1 月 13 日、祐天寺の寺号が正式に許可される。 祐天を開山とし、祐

海は第 2 世となる。将軍家から寄進された諸堂宇によって伽藍が整えられ、百萬遍講など

の念仏講も結成されて、多くの参詣人で賑わう念仏道場として発展してきました。境内に

柳原愛子（大正天皇の生母：1859-1943）の墓がある。  

島崎七郎翁之像は、地蔵堂の横、海難供養碑の前（図５上の➀地点）に設置され

ていた。その写真と台座の銘板を図６に示す。また、台座にあった「島崎七郎先生

胸像記」を次ページの図７上に、胸像脇にあった「頌徳碑」を図７下に示す。 

 

  

図 6．左：島崎七郎翁之像、右：台座の銘板。 

（本文は、11 ページに続く。） 

https://blog.goo.ne.jp/sukoyaka_walking/e/1ee9a42eefa9e139854a0e0d9cdf0652
http://www.yutenji.or.jp/info/ryakuengi/
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図７．上：島崎七郎先生胸像記、下：頌徳碑。 
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５）のサイト/lによれば、「島崎七郎先生胸像記」には次のように書かれている。 

島崎七郎先生は明治１５年１２月１６日東京府荏原郡目黒村大字上目黒字田切２４２４に 
生を享けた。生家は目黒在住四百年を誇る旧家で厳父忠左衛門氏は青年時より百姓総代村 
長等の要職を歴任して明治新政下の村民を指導した。郷土愛と優れた政治力はそのまま先 
生に継承され大正８年荏原郡会議員当選後、村町区と変遷する目黒の議員として活躍し、

出でて東京府市都議会議員になって四十余年の永きを目黒区発展のため盡した。功労は天

聞に達し、昭和２５年藍綬褒章を授与された。ここに有志一同先生の胸像を建てるに当り

その功労の一端を記して永く顕彰する次第である。昭和３４年１１月 安井誠一郎 撰 

中村 英正 書（なお、明治１５年は 1882 年、大正８年は 1919 年、昭和２５年は 1950

年、昭和３４年は 1959 年。） 

以上の記載より、島崎七郎氏の生年は 1882 年であるが、没年は不明である。また、

安井誠一郎氏は当時の東京都知事（1946-1959 年）である。本文を書いた中村英正

氏の経歴は不明である。 
５）のサイト/lによれば、「頌徳碑」には次のように書かれている。 

島崎七郎翁ハ資性豪毅ニシテ才智アリ。長ズルニ及ビ政治ヲ志シ議員タルコト實ニ四十有

餘年。遂ニ目黒政界ニ巨擘トナル。當區發展ニ盡サレシ大功勞者ナリ。尚其ノ間、當山檀

信徒総代トシテ克ク四世ニ亘ル住職ヲ補佐シ、寺門興隆ニ盡力セラル。其ノ功亦洪大ナリ。

今茲ニ檀信徒有志ノ浄財ヲ募リ、協讃會ト協力シテ壽像ヲ建立シ、翁ノ徳ヲ讃エ功ヲ永ク

傳エントスルモノナリ。 昭和３４年１２月１６日  祐天寺第二十世貫譽勝雄 

 「祐天寺第二十世貫譽勝雄」に関する調査 
９）のサイト/lには、「昭和 24 年４月、巌谷勝雄が祐天寺 20 世住職に就任」との

記事がある。10）のサイト/2には、「昭和６０年１月、祐天寺第二十世中興・貫誉

上人死亡」との記事がある。11）のサイト/lには、「巌谷勝雄の生年は 1914 年、没

年は 1985 年」との記事がある。従って、「巌谷勝雄氏が祐天寺第二十世住職であっ

た」ことが判明した。勝雄住職は、第二次大戦の戦没者慰霊活動を精力的に行われ

たようである。なお、現在の住職は巌谷勝正氏である。 

 その他、祐天寺には紹介すべき事項が多いが、紙面の都合で、最後に「かさね

塚」（図５上の②）の由来を紹介する（12）のサイト/lを参照）。 
祐天上人は増上寺第 36 代の大僧正で徳川家 5 代～8 代まで歴代将軍の帰依を受け、四海に

響く名僧であった。寛文 8 年の頃、上人飯沼弘経寺に在住の頃、累（かさね）一族の怨霊

を化益された事蹟あり。文政年間、鶴屋南北が歌舞伎に脚色上演し、天下の名作との誉れ

高く、上人の遺徳愈々高まる。大正 15 年、6 世尾上梅幸、15 世市村羽左衛門、5 世清元延

寿太夫等が施主となり、現在地にかさね塚を建立し、累一族の霊を弔い、上人の威徳に浴

することになった。爾来、歌舞伎清元の上演者は必ず、この塚に詣で累一族を供養して興

業の無事と、上演の盛会を祈願することが慣習ならわしとなっている。 

なお、「かさね塚」の詳細は13）のサイト/のかさね塚をご覧下さい。 
 

参考資料 

１）のサイト：https://douzou.guidebook.jp/index.html 

２）のサイト：https://meguro-kanko.or.jp/area/index.php 

３）のサイト：http://info.phys.sci.titech.ac.jp/access.html 

http://pccwm336.xsrv.jp/sub24.html
http://pccwm336.xsrv.jp/sub24.html
http://touyoko-ensen.com/syasen/meguroku/ht-txt/meguroku18.html
https://blog.goo.ne.jp/nishihara2480/e/8c7fb27fb4d063cb8f2b31639f6071e2
http://webcatplus.nii.ac.jp/webcatplus/details/creator/219665.html
https://tesshow.jp/meguro/temple_nmeguro_yutenji.html
http://www.yutenji.or.jp/history/ronsetsu/page-32353/
http://www.yutenji.or.jp/history/wp-content/uploads/sites/3/RekishiBunkakan/RonbunRonsetsu/ronzetu/enkaku/20770004ebba5c6e6ac8e226386ec44d.pdf
https://douzou.guidebook.jp/index.html
https://meguro-kanko.or.jp/area/index.php
http://info.phys.sci.titech.ac.jp/access.html
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４）のサイト：

https://www.titech.ac.jp/about/campus_maps/campus_highlights/cultural_prope

rties.html 
５）のサイト：http://pccwm336.xsrv.jp/sub24.html 

６）のサイト：http://www.homemate.co.jp/rent/dtl/C604000530202/ 

７）のサイト：

https://blog.goo.ne.jp/sukoyaka_walking/e/1ee9a42eefa9e139854a0e0d9cdf0652 

８）のサイト：http://www.yutenji.or.jp/info/ryakuengi/ 

９）のサイト：http://touyoko-ensen.com/syasen/meguroku/ht-

txt/meguroku18.html 

10）のサイト：

https://blog.goo.ne.jp/nishihara2480/e/8c7fb27fb4d063cb8f2b31639f6071e2 

11）のサイト：

http://webcatplus.nii.ac.jp/webcatplus/details/creator/219665.html 

12）のサイト：https://tesshow.jp/meguro/temple_nmeguro_yutenji.html 

13）のサイト：http://www.yutenji.or.jp/history/ronsetsu/page-32353/ 

  

https://www.titech.ac.jp/about/campus_maps/campus_highlights/cultural_properties.html
https://www.titech.ac.jp/about/campus_maps/campus_highlights/cultural_properties.html
http://pccwm336.xsrv.jp/sub24.html
http://www.homemate.co.jp/rent/dtl/C604000530202/
https://blog.goo.ne.jp/sukoyaka_walking/e/1ee9a42eefa9e139854a0e0d9cdf0652
http://www.yutenji.or.jp/info/ryakuengi/
http://touyoko-ensen.com/syasen/meguroku/ht-txt/meguroku18.html
http://touyoko-ensen.com/syasen/meguroku/ht-txt/meguroku18.html
https://blog.goo.ne.jp/nishihara2480/e/8c7fb27fb4d063cb8f2b31639f6071e2
http://webcatplus.nii.ac.jp/webcatplus/details/creator/219665.html
https://tesshow.jp/meguro/temple_nmeguro_yutenji.html
http://www.yutenji.or.jp/history/ronsetsu/page-32353/

