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第 96 回 文京区関口の銅像探索 

               筆者：林 久治（記載：2019 年７月４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。 

私は５月 31 日から６月 10 日まで大阪に滞在していた。その間、私は大阪市阿倍

野区にある帝塚山病院の大屋晋三の銅像を探索し、93 回の記事/fでは大屋像探索記

を書いた。帝塚山病院からほど近い堺市三国ヶ丘駅前には、指吸千之助氏の銅像が

あることを、私はネットで調べていた。「指吸」は珍名であるので、大屋像の次に、

指吸像探索を行った。又、私は豊中市の岡町駅前にある奥内陶芸美術館に１対の銅

像が展示されていることを、ネットで発見していた。94 回の記事/fでは、指吸像と

奥内陶芸美術館の探索記を書いた。 
帰京後、私は６月 25 日に梅雨の晴れ間を見計らって、渋谷区の日赤医療センター

に銅像探索に行った。最近、私はネット検索中に、イグナーツ・センメルヴェイス

の胸像が昨年 11 月に当地で除幕されたことを偶然発見した。皇后美智子さんは日赤

の名誉総裁なので、当除幕式に出席されていた。日本の銅像探偵団/lの団長や他の

団員の方々は、当除幕式に気付いていないようなので、「私のスクープ銅像だ！」

と興奮した。私は、本像の探索の後、文京区目白台・日本女子大学の成瀬仁蔵胸像、

文京区関口・東京カテドラル関口教会の受けとめるヨセフ像とフランシスコ・ザビ

エル胸像、および文京区関口・独協中学高等学校の西周胸像と天野貞祐胸像を探索

した。 
前回の記事/fでは、センメルヴェイス像と成瀬像を紹介した。今回は他の４像を

紹介する。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）文京区の日本女子大周辺の銅像探索 

 私は広尾の日赤で銅像探索を行った後、JR 恵比寿駅に戻り、JR 目白駅に行って、

日本女子大周辺の銅像探索を行った。私は「目白駅から日本女子大方向は、バス便

が便利であろう」と予想していた。東京都のシルバーパスは 70 歳から購入可能であ

る。従って、私は 70 歳までは都内のバスを余り利用しなかったが、70 歳からは都

内のバスを頻繁に利用するようになった。 

http://www.japanprobe.com/2007/12/13/fearless-mouse/
https://douzou.guidebook.jp/index.html
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-93.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-94.pdf
https://douzou.guidebook.jp/index.html
http://%E5%89%8D%E5%9B%9E%E3%81%AE%E8%A8%98%E4%BA%8Bmasaniwa.web.fc2.com/RW-95.pdf
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 目白駅を降りて、駅前のバス停に行くと、私の予想通りのバス路線があった。そ

れは、都バスの「白 61」系統の路線であった。図１に、その路線図を示す。当路線

は、練馬車庫と新宿駅西口の間に運行されており、目白駅、日本女子大、椿山荘、

牛込柳町駅（都営大江戸線）を結んでいる。しかも、運行は頻繁であった。 

            

図１．都バス「白 61」系統の路線図 本図は、２）のサイト/lより借用。 

 
 私は目白駅前から「白 61」系統のバスに乗り、日本女子大のバス停で下車し、こ

こで成瀬像を探索した。その後、私は日本女子大のバス停で「白 61」系統のバスに

再び乗車して、「椿山荘」のバス停で下車した。椿山荘の周辺地図を次ページの図

２上に示す。本図より、椿山荘の周辺には、東京カテドラル関口教会と独協中学高

等学校もあることが分かる。 
私の調査では、関口教会には受けとめるヨセフ像とフランシスコ・ザビエル胸像

が、独協学園には西周胸像と天野貞祐胸像が設置されてことが分かっている。なお、

３）のサイト/lによれば、小川栄一の胸像が椿山荘の庭園に以前はあったが、今は

職員通路に移されているそうである。従って、今回、私は関口教会と独協だけに行

くこととした。 
（本文は、４ページに続く。） 

 

練馬車庫 

http://pluto.xii.jp/bus/line/data/s61.html
http://burari2161.fc2web.com/ogawaeiiti.html
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図２．上：椿山荘の周辺地図、東京カテドラル関口教会の構内図。  

両図は、４）のサイト/より借用。 

http://cathedral-sekiguchi.jp/contact/access/
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（３）東京カテドラル関口教会での銅像探索 

 カトリック東京大司教区カテドラル関口教会（以後、関口教会と書く）の住所は

東京都文京区関口 3-16-15 である。その構内図を、図２下に示す。関口教会は、聖

マリア大聖堂（図３）があることで有名である。本堂の前身は 1899 年に建てられた

が、1945 年の東京大空襲で全焼した。ドイツのケルン教区の支援により再建が決定

し、丹下健三（1913-2005）の設計により、1963 年４月に起工、1964 年 12 月８日落

成、献堂式が行われた。本堂の高さは 39.4ｍ、鐘楼の高さは 61.7ｍである。1960

年代の東京にはまだ高層ビルが少なく、本堂の大きさは度肝を抜くものであった。 

 

図３．東京カテドラル関口教会の聖マリア大聖堂 

 

 私は過去に、本堂に何回か来たことがあるが、銅像には感心が無かった。今回、

改めて調べてみると、関口教会には多数の彫像があることが分かった。しかし、そ

れらの殆どは石像で、銅像は受けとめるヨセフ像とフランシスコ・ザビエル胸像の

みである。教会の庭園に、有名な「ルルドの洞窟」が再現されている。その写真と

説明板を次ページの図４に示す。 

ウィキペディアは「ルルドの聖母」を次のように説明している。 

1858 年 2 月 11 日、村の 14 歳の少女ベルナデッタ・スビルー（フランスでは「ベルナデッ

ト」）が郊外のマッサビエルの洞窟のそばで薪拾いをしているとき、初めて聖母マリアが

出現したといわれている。ベルナデッタは当初、自分の前に現れた若い婦人を「あれ」

（アケロ）と呼び、聖母とは思っていなかった。しかし出現の噂が広まるにつれ、その姿

かたちから聖母であると囁かれ始める。聖母出現の噂は、当然ながら教会関係者はじめ多

くの人々から疑いの目を持って見られていた。ベルナデットが「あれ」がここに聖堂を建

てるよう望んでいると伝えると、神父はその女性の名前を聞いて来るように命じる。そし

て、神父の望み通り、何度も名前を尋ねるベルナデットに、ついに「あれ」は自分を「無

原罪の御宿り」であると、ルルドの方言で告げた。それは「ケ・ソイ・エラ・インマクラ
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ダ・クンセプシウ」という言葉であったという。これによって当初は懐疑的だったペイラ

マール神父も周囲の人々も聖母の出現を信じるようになった。 

 

 
図４．関口教会の庭園に再現された「ルルドの洞窟」 
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 「受けとめるヨセフ」の銅像は、マリア像の向かって左側に少し離れて慎ましく

建っている。その写真を図５に示す。「受けとめるヨセフ」の意味を、関口教会助

祭の三田一郎氏は次のように説明している（６）のサイト/）。 

聖家族とはイエス・キリストが、この世で神の業である人間の贖いを全うするために神

から任命された夫婦ヨセフとマリアそして、幼子イエスからなる家族です。わたしたちの

教会にはルルドを再現した無原罪の聖母の像がグロットに祭られています。その横に、マ

図５．上：「受けとめる

ヨセフ」の銅像は、聖母

マリア像の向かって左側

に少し離れて慎ましく建

っている。 
下：「受けとめるヨセ

フ」の銅像 
銅像製作：関谷光生

（1947-）は東京生まれの

彫刻家、1973 年東京芸術

大学彫刻科大学院修了 

（５）のサイト/lより） 

http://cathedral-sekiguchi.jp/info/column/5004/
http://www.kokugakai.com/cyoukokubu/ryakureki/sekiyamitsuo.html


 7 

リアの像と比べると飾り気のないヨセフの像があり、「受けとめるヨセフ」と刻まれてい

ます。 
イエスとマリアに比べてヨセフの存在が薄いので、ここではヨセフの立場から聖家族を

考えてみましょう。マリアはヨセフの知らないところで妊娠します。ヨセフは悩み、マリ

アのことを表ざたにするのを望まず、ひそかに縁を切ろうと決心しました。その後ヨセフ

は天使が夢の中で語ることを全て受けとめました。 
12 歳のとき聖家族はナザレからエルサレムの神殿に上りました。帰りにイエスは両親に

無断でエルサレムに残りました。３日後、両親はイエスをエルサレムの神殿で見つけます。

イエスは両親に「わたしが自分の父の家にいるのは当たり前」と言いますが、ヨセフはど

う思ったでしょうか。ヨセフは受けとめました。 
このエピソードを最後にヨセフは福音から姿を消します。多分イエスが宣教を始めると

きには亡くなっていたのでしょう。マリアとヨセフが神の呼びかけに応答しなかったなら

ばわたしたちは救われません。わたしたちもマリアとヨセフが示した、「理解しなくても

神を信じる信仰」を神に願いましょう。 

私（林）の感想は以下の通りである。 
矢張り出てきましたね！「理解しなくても神を信じる信仰」。この教義は、「カトリッ

ク」では根幹のようです。それに反して、「グノーシス」は「識ること」が根幹です。私

は、どうしても「グノーシス」を支持します。それから、「原罪」！カトリックによれば、

聖母マリアだけなぜか無原罪で、その他の人類は先祖のアダムとイブが神の命に背いて禁

断の果実を食べたので、原罪を背負って生まれてくるそうです。しかし、多くの日本人は

縄文人の子孫であり、縄文人の先祖はアダムとイブよりずっと先に生まれている。従って、

多くの日本人には原罪はない、と私は考える。更に私は「全てのヒトは原罪ではなく、宇

宙進化の成果として、祝福に満ちて生まれてくる」と思っている。 

 関口教会には石像がたくさんあるが、特に有名なのは聖マリア大聖堂の内部に安

置されている次の２体である。 
➀ピエタ像（７）のサイト/）：ピエタとは、イエス・キリストが十字架上で亡くなられ

た後、御母マリアがそのご遺骸を膝に受けて、ご苦難のあとを偲んだ。その限りない母の

愛を瞑想する姿を現したものです。原像はバチカン市国サン・ピエトロ大聖堂にあり、ミ

ケランジェロの傑作として広く世界に知られています。大聖堂内に置かれたピエタ像は、

高さ 175 センチ、重さ 2,600 キロ、原像と全く同大の精巧なレプリカで、１９７０年日本

文化財団の依頼によりフィレンツェのリド・ボベッキ教授指導の下に作成され、１９７３

年６月、同財団から当大聖堂へ寄贈されました。 

②聖母マリア像：堂内のマリア祭壇にある。マリアはキリストの母で、東京カテドラル聖

マリア大聖堂の保護者である聖母マリアの像です。どこか安らぎを覚える顔立ちは、すべ

ての人の心の母とされる聖母マリアのもつ気質なのでしょうか。 

今回の目的は銅像探索である。関口教会聖マリア大聖堂の内部にある銅像は、フ

ランシスコ・ザビエルの胸像のみである。本像の写真を次ページの図６に示す。周

知のように、ザビエル（1506-1552）はスペイン生まれのイエズス会宣教師で、1549

年に日本に初めてキリスト教を伝えた。本像の作者は不明であるが、1964 年当カテ

ドラルの落成にあたって、フリングス枢機卿より寄贈されたそうです。関口教会の

記事（８）のサイト/）によれば、フリングス枢機卿はケルン大司教区の枢機卿であ

った人物である。また、９）のサイト/sによれば、Josef Kardinal Frings （1887-

1978）は、1942 年から 1969 年までケルン大司教区の枢機卿を務めた。 

 

http://cathedral-sekiguchi.jp/cathedral/pieta/
http://cathedral-sekiguchi.jp/contents/pieta1-w400.jpg
http://tokyo.catholic.jp/archdiocese/outline/partnership/341/
https://de.wikipedia.org/wiki/Joseph_Frings
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図６．フランシスコ・ザビエルの胸像 

 

（４）独協学園での銅像探索 

 図２上が示すように、関口教会と独協学園は隣同志で、入口が並んでいる。私の

予備調査では、独協学園に西周胸像と天野貞祐胸像が設置されている。御両人は有

名だから、私は名前だけは知っていた。独協学園では、御両人の銅像をどのように

置いているのであろうか。最近は、学校の警備が厳しくなっているので、もし両像

が学園の内部にあれば、見せて貰えないかも知れない。「兎も角、当たって砕け

ろ」と、独協学園の校門に行って見た。 

 

図７．独協学園の西周像（向かって左）と天野像（向かって右） 
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 独協学園の校門に行くと、門は開いていて、門のそばに守衛所はなかった。門の

奥に狭い前庭があり、その先に校舎があった。校舎の玄関の前に、２体の胸像が設

置されていた。その写真を図７に示す。胸像の前には、誰も居なかったので、私は

黙って胸像を撮影した。その写真を図８に示す。両像ともに、台座に銘文を彫った

銅板が貼られていたが、両方共に腐食していて、銘文は判読できなかった。 

 

  
図８．左：西周先生之像、右：天野貞祐先生之像。 

 
 独協大学の HP（10）のサイト/l）で、現学長の犬井正先生は、大学のルーツを次

のように紹介している。 
 獨協大学の起源は、1883（明治 16）年に設立された獨逸学協会学校に遡ります。獨逸学

協会学校は、1881（明治 14）年に品川弥二郎、桂太郎、青木周蔵、加藤弘之、西周ら明治

を代表する人物らによって設立された獨逸学協会が母体となり、ドイツの文化や学問体系

を導入して合理的、実学的な教育を行い、国内のドイツ人教員に加えて、ドイツより招聘

http://www.dokkyo.ac.jp/daigaku/a01_02_j.html
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した教員による高度な授業も行われ、政界、官界、医学界、法曹界に優れた人材を多数送

り出したことで知られています。また、明治の啓蒙思想家として著名な獨逸学協会学校初

代校長の西周は、開学式典にあたり、「学ヲ為スノ道ハ、先ヅ志ヲ立ツルニ在リ」と述べ

るとともに、「知育、徳育、体育」の総合、すなわち今日の教養教育の大切さを強調され

ました。 

獨協学園内での大学設立の機運の高まりにより大学設置構想が発表され、獨協大学は

1964（昭和 39）年に学園創立 80 周年事業の一環として開学されました。建学者は、哲学

者、教育者である天野貞祐先生です。天野先生は、獨逸学協会学校中学を卒業し、旧制第

一高等学校、京都帝国大学に進学し、カント哲学の研究に没頭されました。カントの『純

粋理性批判』を日本で初めて翻訳したことで知られ、第３次吉田茂内閣の文部大臣を務め

られました。天野先生は、「大学は学問を通じての人間形成の場である」という建学の理

念を掲げ、大学教育に関する自らの理念を実現すべく獨協大学初代学長に就任されました。 

 西周先生と天野貞祐先生の紹介は、前記の文で十分と思うが、以下に補足を少し

付け加える。ウィキペディアによれば、西周の略歴は次の通りである。 
西 周 （にし あまね、1829 年 3 月 7 日 - 1897 年 1 月 31 日） は、江戸時代後期から明

治時代初期の日本の哲学者、教育家、啓蒙思想家、幕臣、官僚である。石見国津和野藩

（現、島根県津和野町）の御典医の家柄。森鴎外（1862-1922）とは遠縁の親戚。1862 年、

幕命によりオランダに留学し、法学・カント哲学・経済学・国際法などを学ぶ。1865 年に

帰国した後、徳川慶喜の側近として活動する。1870 年には乞われて明治政府に出仕、以後

兵部省・文部省・宮内省などの官僚を歴任し、軍人勅諭・軍人訓戒の起草に関係する等、

軍政の整備とその精神の確立に努めた。 

 作家の原田 伊織（1946-）は、“「哲学」「芸術」「心理学」という用語を生み出し

た西周の正体”と題する記事（11）のサイト/1）で、西周を次のように紹介している。 
大政奉還という、形式的には徳川幕府の幕引きを図るという重大事を諸大名に諮（は

か）るというこの重要な局面で、当日か前日であったか私はまだ確証を得ていないが、慶

喜は西周（にしあまね）を呼び出し、イギリスの議会制度についてその仕組みを問い、解

説を受けているのだ。彼の頭には、アメリカの大統領制とイギリスの議会制度が既に目指

すべき一つの政体として存在したことは、多くの研究者によって指摘されている。 

慶喜にイギリスの議会制度について進講した西周とは、福澤諭吉や津田真道（つだまみ

ち）らと並ぶ、幕末から明治にかけての我が国を代表する知識人の一人であった。 石見

（いわみ）津和野藩出身で、京ではテロの嵐が吹き荒れていた文久二（1862）年に幕命を

受けてオランダへ留学している。 津田真道も榎本武揚（えのもとたけあき）も、この時

の留学生仲間である。  

 西という人物をひと言で何者と表現することは、かなり難しい。 福澤と同じように

「啓蒙思想家」と称されることがもっとも多いと思われるが、彼は法学者でもあり、哲学

者でもあり、経済学者といってもよく、万国公法に精通した外務官僚でもあった。 そも

そも、「哲学」や「知識」「概念」という訳語を創ったのは西であり、その他「芸術」

「心理学」「意識」「命題」、更には「帰納」と「演繹（えんえき）」なども同様で、今

日の私たちは物事を思索する上で西の創った言葉に大いに助けられているのだ。  

一方で、かの「明六社（めいろくしゃ」創設メンバーの一人として、漢字かな交じりの

日本語廃止を唱えたり、後々まで帝國陸軍軍人にとって軍人精神のバイブルとなった「軍

人勅諭（ちょくゆ）」を起草するなど、西という人物は特定の一つ、二つの事績で評価す

ることのできない“難解な”人間であったといえよう。こういうことは、傑物などといわ

れる人物には間々（まま）みられることであるが、西の場合は特にそれが顕著であり、画

一的な切り口で彼を分析することは危険である。 いずれにしても、彼が高度なレベルの

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B4%A5%E5%92%8C%E9%87%8E%E8%97%A9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%8E%8B%E6%94%BF%E5%BE%A9%E5%8F%A4_%28%E6%97%A5%E6%9C%AC%29
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%8D%A8%E9%80%B8%E5%AD%A6%E5%8D%94%E4%BC%9A%E5%AD%A6%E6%A0%A1
https://diamond.jp/articles/-/112241
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知識人であったことは紛れもない。ただ、私にはその思考の軸が若干ドイツに傾き過ぎて

いるようにも思える。  

12）のサイト/lによれば、天野貞祐略歴は次の通りである。 

1884 年：神奈川県津久井郡鳥屋村(現･相模原市津久井町)に生まれる。父・藤三は八王子

の自由民権家の豪農の家から地方豪農・天野家へ養子に入った人で、村長、県会議員、衆

議院議員をつとめた政治家であった。 

1897 年：獨逸学協会学校中学に入学。 

1906 年：獨協を首席で卒業し、旧制第一高等学校に入学。旧制一高卒業後は、カント哲学

研究の意欲に燃え、京都帝国大学に進学した。 

1912 年：京大卒業、大学院に進学した。 

1913 年：処女論文「カント学者としてのフィヒテ」を発表した。翌年、旧制七校（現・鹿

児島大学）にドイツ語教師として就任、カントの翻訳に専念した。 

1919 年：西田幾太郎の推薦で学習院教授となる。 

1923-4 年：ドイツ、ハイデルベルク大学に留学。 

1926 年：田辺元の推薦により京都帝国大学助教授となる。 

1930 年：カント『純粋理性批判』の訳業がついに完成。 

1931 年：京大教授、文学博士となる。 

1939 年：一代の名著『学生に与ふる書』（岩波新書）を刊行。 

1944 年：京大を定年退職後、私学の名門・旧制甲南高校（現・甲南大学）校長となる。 

1946 年：旧制一高の校長となる。以後、日本育英会会長、日本学生野球協会会長、国立教

育会館館長、中央教育審議会会長、私立自由学園理事長など、日本教育界の名誉ある重責

を荷った。 

1950-2 年：第三次吉田内閣の文相。 

1952-70 年：獨協中学高等学校校長 

1961 年：文化功労者。 

1964 年：独協大学創立、初代学長（-1969） 

1980 年：老衰にて死亡、享年 96。 

ウィキペディア：天野は文部大臣時代に、戦後の人心の荒廃と受験競争の激化を憂慮して

1951 年に『国民実践要領』を作成して道徳教育の必要性を唱えたところ、日本社会党など

の野党や日教組から「反動的な修身教育の復活だ」と糾弾され、白紙撤回に追い込まれた。 
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９）のサイト：https://de.wikipedia.org/wiki/Joseph_Frings 
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