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はじめに 

 実践女子大学文学部国文学科は、2018 年度より、新しいカリキュラムでの教育を

始めました。具体的には、従来の国文学科専門科目群を  

 ① 日本の文学とことばを学ぶゾーン 

として、これまで以上に、専門性を重視した内容にするとともに、新たに、  

 ② アクティブ表現ゾーン  

 ③ 国際発信ゾーン  

 ④ 教職ゾーン 

という 4 つのゾーンを創設しました。そこには、国文学科の専門内に止まらない、

従来の座学を越えた自主的でアクティブな学修、より広いグローバルな視点からの

教育と、さらに教員養成の強化というねらいがあります。  

 本パンフレットは、これらの改革の中の②「アクティブ表現ゾーン」科目の一つ

「文学散歩プロジェクト」として、本年度実施された授業内容の実践報告です。具

体的には、毎週 1 度、担当者を決めての演習発表、日曜日の半日を使った実地踏査、

そして、それらの結果をまとめたパンフレット作成、の三段階に分けられます。各

章それぞれが、学生の担当者による演習内容を元に、実地踏査を加えた内容になっ

ています。実地踏査日は 2018 年 6 月 24 日、参加者は学生 11 名に教員 2 名です。 

 このパンフレットがあれば、一人でも文学散歩に出かけることができます。是非

とも本パンフレットを手に取って、文学散歩に出かけてみてください。中には、文

学に関する「真面目な」専門知識だけでなく、様々な豆知識・オマケなども入って

います。読み物としても十分楽しんでいただけると思います。    （棚田 記） 

                                           

                       （神田明神）  

 

 

 

 

 

 

 

（東大 鉄門前） 
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第１章 甘い物語 藤むら 

第 1 節 藤むらの歴史 

時は安土桃山時代。  

加賀城主・前田利家は豊臣秀吉の茶会で

駿河屋の「紅羊羹」を目にする。  

利家はこの「紅羊羹」に勝る羊羹を作る

よう、金沢で武具屋を営む商人でありなが

ら、茶人（遠州流）でもあった藤村忠左衛

門にその任を与えた。           

 

 

しかし、忠左衛門の羊羹作りは困難を極め、羊羹を完成させたのはそれから

３７年後の寛永３年のことであった。  

前田家の城主は三代城主・利常（としつね）なっていたが、小豆の皮に近いと

ころを捨てて贅沢に作る藤村の羊羹は利常に絶賛され、前田家お抱えの菓子匠

となった。  

その後、十代城主・重教（しげみち）の江

戸出府に従い、江戸の加賀藩邸前に店を移転

した。  

その際、羊羹の色にちなんで「藤村」と名

乗り、屋号を「藤むら」とした。  

藤むらは本郷三丁目に店を構えていたが、残

念ながら現在は閉店している。  

 

～補足～ 

羊羹はもともと羊の肉や野菜を入れた汁物を指していた。寒天が発明される

まで羊羹は料理として扱われ、菓子という認識になったのは砂糖が流通する江

戸時代からである。  

「蒸し羊羹」とは小豆餡や葛粉などを合わせて蒸したものを指し、現在の羊

藤むらの羊羹 

（出典：blogs.yahoo.co.jp 2018.4.25）  

～解説～参照 
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羹よりも素朴な味わいであったようだ。  

当時の蒸し羊羹は日持ちせず、食感もあまりよくなかったため、のちに餡を

よく練り、砂糖と寒天を加えて作られた練羊羹が主流となった。藤むらもこの

時期に羊羹を売り出したようである。練羊羹は日持ち、食べ口ともに蒸し羊羹

を上回り、人々に人気となった。  

明治三十八年六月に書かれた『食道楽』の「菓子評判記」には本郷・藤村の

紹介があり、「此店は生菓子専門老舗にて、日々の鬻高（ひさぎだか）は東京中

にて二三を下らず。尤も足付尺物入御殿菓子専門（あしつきしゃく  ものいり  

ごてんがしせんもん）、菓子屋中の上菓（じょうか）は胡麻入求肥（ごまいりぎ

ゅうひ）と栗ギントンよし。季節によりてなし。」とある。（鬻高とは売り上げ

のこと。）  

 

第 2 節 文学作品の中の藤むら 

歌舞伎の「盲長屋梅加賀鳶（めくらながや  うめが  かがとび）」  

落語の「寝床」、「茶の湯」の茶菓子、「禁酒番屋」の進物  

夏目漱石の『吾輩は猫である』、「草枕』  

森鴎外の『雁』  

三遊亭円朝の『霧隠伊香保湯煙（きりがくれ  いかほの  ゆけぶり）』などの作品

に「藤むら」が登場する。  

 

夏目漱石『吾輩は猫である』（抜粋）  

「「いやー珍客だね。僕のような狎客（こうかく）になると苦沙弥はとかく粗略

にしたがっていかん。何でも苦沙弥のうちへは十年に一遍くらいくるに限る。

この菓子はいつもより上等じゃないか。」と藤村の羊羹を無造作に頬張る。」  

（狎客とは、「なじみの客」という意味である。）  

 

夏目漱石『草枕』（抜粋）  

「・・・菓子皿のなかを見ると、立派な羊羹が並んでいる。余はすべての菓子

のうちでもっとも羊羹が好だ。別段食いたくはないが、あの肌合が滑らかに、

緻密に、しかも半透明に光線を受ける具合はどう見ても一個の芸術品だ。こと

に青味を帯びた煉上げ方は、玉と蝋石の雑種のようで、はなはだ見て心持ちが

いい。のみならず青磁の皿に盛られた青い煉羊羹は、青磁のなかから今生れた
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ようにつやつやして、思わず手を出して撫でて見たくなる。・・・」  

 

 

森鴎外『雁』（抜粋）  

「お玉は小鳥を助けてもらったのを縁に、どうにかして岡田に近寄りたいと思

った。最初に考えたのは、何か品物を梅に持たせて礼に遣ろうかと云うことで

ある。さて品物は何にしようか、藤村の田舎饅頭でも買って遣ろうか。・・・」 

 

 

三遊亭円朝『霧隠伊香保湯煙（きりがくれいかほのゆけぶり）』（抜粋）  

「・・・大変ですねえ、お宅から参るので、此方にはございません、伊香保饅

頭は暖かいうちは旨いが冷ると往生で、今坂なんざア食える訳のもんではあり

ません・・・・・・へえー藤村ので、東京から来るお菓子で、へえ」  

 

 

また、樋口一葉は藤むらの蒸し菓子を半井桃水の病気見舞いの品として購入

したというエピソードが残っていたり、与謝野晶子は駿河屋の三女として生ま

れ、幼いころから和菓子に関わっており、藤むらにも通っていたという話が残

っていたりするようである。  

 

このように、藤むらは文豪たちに作品にも登場するほどの有名店となった。 

藤むらは本郷三丁目に店を構え、江戸っ子たちや多くの文豪に親しまれ、愛さ

れていたが、残念ながら現在は閉店している。  

 

第 3 節 甘党 森鴎外・夏目漱石 

『吾輩は猫である』が書かれたころの漱石の

朝食は、イギリスパンを火鉢であぶり、白砂糖

をつけて食べていました。飲み物は紅茶に角砂

糖を入れたものという簡単なものであった。  

同様に森鴎外もこのころは同じようにしてパ

ンを食べていたようで、当時としては一般
（出典：mi-journey.jp 2018.5.16） 

～解説～参照 

～解説～参照 
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的なパンの食べ方であったようである。  

漱石の長女、筆子（ふでこ）さんによれば漱石は和菓子よりも洋菓子を好ん

だそうで、シュークリームなどが家にあると子供たちには与えず、一人で平ら

げてしまったというエピソードが残っている。  

また、漱石はアイスクリームも好物で日記にもたびたび登場する。  

『吾輩は猫である』では藤むらの羊羹以外にも空也餅（くうやもち）や吉備

団子（きびだんご）、安倍川餅（あべかわもち）などが登場しています。  

 

 

漱石の『吾輩は猫である』に登場する苦沙弥（くしゃみ）先生は毎日ジャム

を舐めていたが、漱石もジャムを舐めていたようだ。それが家族の間でも習慣

になってしまい、ジャムの消費量がとても多かったそうである。  

漱石の妻・鏡子（きょうこ）は胃が弱い漱石のために羊羹を隠していたが、

漱石は、子供たちに隠し場所を聞き出しこっそり食べていたというエピソード

がある。  

漱石の甘いもの好きは知人の間でもよく知られており、手土産に藤むらの羊

羹を買ってくる人もいたほどであった。  

『草枕』における漱石の羊羹に対する表現は、谷崎潤一郎の『陰翳礼讃（い

んえいらいさん）』において  

「かつて夏目先生は「草枕」の中で羊羹の色を賛美しておられたことがあっ

たが、そういえばあの色などは瞑想的ではないか。玉（ぎょく）のように半透

明に曇った肌が、奥の方まで日の光りを吸い取って夢みるごとき  ほの明るさ

を含んでいる感じ、あの色合いの深さ、複雑さは、西洋の菓子には絶対に見ら

れない。」と漱石の表現を絶賛している。  

 

森鴎外は饅頭をご飯に乗せて熱いお茶をか

ける饅頭茶漬を好んで食べていた。  

そのことについて鴎外の子供たちは著作の

中で記している。  

長女である茉莉さんは『貧乏サヴァラン』

において  

「彼の食べ物で変っていたのは、他所か 饅頭茶漬 

（出典：allabout.co.jp 2018.4.21） 

～解説～参照 
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ら葬式饅頭（そうしきまんじゅう）を貰うと、琥珀色（こはくいろ）で、爪の

白い清潔（きれい）な手でそれを四つに割り、その一つを御飯の上に乗せ、煎

茶をかけてたべるのである。私も始め妹も弟も喜んで真似た。子供にはおいし

いものであるが、母だけは見ても不味い、という顔をしていた。」  

次女・杏奴さんは『晩年の父』において  

「甘い物を御飯と一緒に食べるのが好きで、私などどう考えてもそんなことは

出来ないが、お饅頭を御飯の上にのせてお茶をかけて食べたりする。小豆を甘

く煮てそれと同じようにするのは真似してみるとちょっとおいしかった。私は

また、甘い物と御飯とは到底一致できないものだと思っていたから、そういう

ものが出ると一番最後まで残しておいてお茶を飲みながら食べた。父はそれを

嫌って、「そんな事をすると、よそではもう済んだと思って、まだ食べないうち

に持って行ってしまうぞ」などといった。」  

長男の於菟（おと）さんは『父親としての森鴎外』において  

「家で料理するものが、さしつかえの時に暖かい飯（めし）に醤油をかけて食

って私らにもそうしたことがあるが、これは書生時代の経験かららしい。また

珍らしいのはこういう時に生菓子の餡を飯（めし）につけて茶漬にして食うこ

とである。」  

と記している。このように鴎外の饅頭茶漬は子供たちに深く印象づけられてい

るようだ。鴎外にとって甘いものはおやつやデザートとしてだけでなく、ご飯

のおかずという認識もあった。  

甘い干し柿を割いて御飯にのせてお茶をかけて「柿茶漬け」と称したり、饅

頭ではなく餡を直接御飯にのせたりしていたという末弟の潤三郎の証言もある

そうだ。  

また、鴎外は軍医であったため、衛生面においてひどく厳しかったようで、

果物も生では食べず必ず煮て砂糖をかけて食べていたそうだ。  

 

～解説～ 

夏目 漱石 

1867 年 2 月 9 日に東京都新宿区喜久井町で生まれ、1916 年

12 月 9 日に亡くなった。本名は夏目  金之助である。  

大学時代に正岡子規と出会い、俳句を学ぶ。帝国大学（後の

(出典：blogs.yahoo.co.jp 2018.4.24) 
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東京帝国大学、現在の東京大学）英文科卒業後、愛媛県尋常中学校教師、熊本で第

五高等学校教授などを務めた後、イギリスへ留学。帰国後、「吾輩は猫である」を雑

誌『ホトトギス』に発表。これが評判になり「坊っちゃん」「倫敦塔」などを書いた。  

その後朝日新聞社に入社し、「虞美人草」「三四郎」などを掲載。「修善寺の大患」

後は、『行人』『こゝろ』『硝子戸の中』などを執筆。晩年は胃潰瘍に悩まされ、「明

暗」が絶筆となった。  

 

森鴎外 

1862 年 2 月 17 日に島根県津和野町で生まれ、1922 年 7

月 9 日に亡くなった。本名は森  林太郎である。東京大学

医学部卒業。  

大学卒業後、陸軍軍医になり、陸軍省派遣留学生として

ドイツでも軍医として 4 年過ごした。帰国後、訳詩編

「於母影」、小説「舞姫」、翻訳「即興詩人」を発表し

た。『スバル』創刊後に「ヰタ・セクスアリス」「雁」

などを発表。乃木希典の殉死に影響されて「興津弥五右衛門の遺書」を発表後、「阿

部一族」「高瀬舟」など歴史小説や史伝「澁江抽斎」等も執筆した。  

晩年、帝室博物館（現在の東京国立博物館・奈良国立博物館・京都国立博物館等）

総長や帝国美術院（現日本芸術院）初代院長なども歴任した。  

 

安倍川餅 

江戸時代、静岡県の安倍川上流で金山の検分にやって

きた徳川家康が休憩のために訪れた茶店で搗き立ての餅

にきな粉と砂糖をまぶして献上した。  

家康はこれを気に入り、店主に餅の製法を尋ね、

とっさに店主は「金粉餅（きな粉餅）」であると進

言した。家康はこの店主に褒美を取らせ、「安倍川餅」と名付

け褒めたたえたことで安倍川餅は誕生した。  

 

空也餅 

『吾輩は猫である』において「主人はまたやられたと思ひ

乍ら何も云はずに空也餅を頬張って口をもごも

(出典：dot.asahi.com 2018.4.24) 

(出典：blogs.yahoo.co.jp 2018.4.24 ) 

2018.4.24) 

(出典：woman.excite.co.jp 

2018.4.24) 
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ごしている。」という記述がある。  

昭和 24 年、銀座に店を構えた。戦火により、それ以前の和菓子の知識は絶えて

しまったが、現在も営業を続けている。  

粒々の残る餅生地で、よく晒したつぶし餡を包んだもの。  

キビ団子（吉備団子）  

キビ団子とは古くから日本で食されてきた穀類の

「きび」を使って作られた団子のことである。  

岡山県では「きび」の生産が盛んであり、吉備の

国と呼ばれていたことに由来する。  

桃太郎が動物を仲間にするために与えた団子と

して有名である。  

 

遠州流茶道 

江戸時代初期の大名茶人である小堀遠州を流祖とする４３０年の歴史を持つ茶

道の流派である。  

遠州流茶道の真髄は、「綺麗さび」と称され、「わび・さび」の精神に、美しさ、

明るさ、豊かさを加え、誰からも美しいと云われる客観性の美、調和の美を創り上

げたことである。  

遠州流茶道の理念は、「稽古照今（けいこしょうこん）」（古を稽えて、今に照ら

す）という言葉に表現される。先人が築き上げた伝統を正しく受け継ぎ、現代に活

かし、新しい創造をするという意味である。  

 

伊香保饅頭 

伊香保饅頭が群馬県・伊香保町で売り出されたのは明治４３

年のことであった。  

勝月堂の半田勝三さんに饅頭の製作を持ち掛けられ、作った

のがきっかけであった。温泉の色に似せたまんじゅうにしよう

と半年ほど苦労をして、ようやく作り上げたようだ。  

最初は、温泉の湯花にちなんで「湯花饅頭」

ということで売り出したが、あまり綺麗なイメ

ージがないことと、堅い感じがするというので「湯乃花饅頭」

にしたことが、伊香保饅頭の始まりであった。  

(出典：www.seihoutei.com 2018.7.8) 

(出典：amazon.co.jp 2018.4.24) 



  本郷・不忍池・神田文学散歩 

12 

 

 

半井桃水 

本名は冽（きよし）、別号は菊阿弥（きくあみ）。  

東京朝日新聞社に入社し、『海王丸』『胡砂吹く風』等多くの新聞小説を発表し、

人気作家となる。  

樋口一葉の師としても有名である。代表作に『天狗廻状』がある。大正 15 年(1926)

に 67 歳で亡くなった。                        （出典：app.m.cocolog.jp 2018.7.8）   

 

第 4 節 本郷 三原堂（みはらどう） 

和菓子処藤むら跡地の隣には本郷三原堂が

ある。三原堂は昭和 7 年に創業し、その後 80

年を超えた現在も営業を続けている。和菓子

で有名な三原堂だが、洋菓子も販売している。

製造過程には手作業を重視し機械に頼らず、

「手で作ること」の大切さを後世に伝え、菓

子で多くに人を幸せにしたいという思いの元で製造・販売している。  

 看板商品は創業当時からの大学最中。十勝産小豆のつぶ餡をたっぷり使用し

た大きくて平たい食べ応えのある最中である。この大学最中もかつて本郷の文

士たちに愛されたそうだ。その他にも創業 80 周年を記念して作られた果宝（か

ほうもの）や焼菓子、塩せんべい、どら焼きなど様々な商品を販売している。  

 本郷へ赴いたときにはぜひ立ち寄ってみてはいかがだろうか。  

(出典：https://www.hongo-miharado.co.jp 2018.7.13) 

     

 

（付） オマケ～渋谷スイーツ～ 

 渋谷周辺のスイーツを紹介。  

１、ガレットリア 

 フランス・ブルターニュ地方の郷土料理のガレットとク

レープのお店。 

無農薬・自然栽培を中心とした旬の野菜やフルーツを楽

しむことができ、心地よい空間でくつろげる。  
（出典：https://tabelog.com 2018.7.13） 
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２、パリヤ 渋谷東急東横店（PARIYA GELATO SHIBUYA）  

渋谷駅隣接の東急百貨店東横店地下 1 階にある、

テイクアウト専門のデリとジェラートのお店。  

店内では、常時 9 種類のジェラートが用意されて

おり、季節ごとに限定のフレーバーも登場し、イベ

ント時には数種類のジェラートを選んで

パフェを作ることもできるそうだ。  

 

３、ドミニクアンセルベーカリー  

  ソフトでしっとりしたチョコチップクッキーを、

ショットグラスの形に焼き上げ、その温かいクッキ

ーのグラスにバニラ風味の冷たいフレッシュミル

クを注いで食べるスイーツ。  

 

 

 

参考文献 

『漱石のレシピ』  藤森清  2003 年  講談社  

『漱石、ジャムを舐める』  河内一郎  2006 年  創元社  

『貧乏サヴァラン』  森茉莉  1998 年  筑摩書房  

『父の帽子』  森茉莉  1968 年  筑摩書房  

『晩年の父』  小堀杏奴  昭和 24 年  岩波書店  

『父親としての森鴎外』  森於菟  1969 年  筑摩書房  

『和菓子を愛した人たち』  虎屋文庫  2017 年  山川出版  

『異色  歴史短篇傑作大全』  ２００３年  講談社  

湯浅・本郷散歩  老舗和菓子屋  藤むら  

   http://www.gonzoshouts.com/place/1590/ 

夏目漱石が愛した藤むらの羊羹  

   https://blogs.yahoo.co.jp/tukuhae/65859987.html 

『一葉さんの足音（5）本郷菊坂』  

    https://4travel.jp/toravelblogue/10017061 

（出典：https://tabelog.com 2018.7.13） 

（出典：dominiqueanseljapan.com 2018.7.13） 
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 漱石の作品と食べもの  

    https://plaza.rakuten.co.jp/akiradoinaka/diary 

夏目漱石は超甘党？偉人が愛した文豪スイーツ  

   https://chefsclip.me/entertainment/entry-2948 

羊羹  

   http://www.meikatanbou.com/chi_/chi_s/chi_s02.htm 

 安倍川餅の歴史  

  https://japan-word.com 

 吉備団子  岡山県ホームページ  

  www.pref.okayama.jp/page/detail-29806.html 

 空也もなか  

  Sorairo-kuya.jp 

  伊香保饅頭  

  www.seihoutei.com 

  遠州流茶道  

  www.ensyuryu.com 

 ガレットリア  

  www.many.co.jp/galettria 

 食べログ  

  https://tabelog.com 

 ドミニクアンセルベーカリー  

  https://dominiqueanselijapan.com 

本郷三原堂  

  https://www.hongo-miharado.co.jp 

   www.wagashi.or.jp 

 （文責  小林奈央 黒須綾乃） 
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第２章 樋口一葉物語 

第１節 一葉の人生 

 

１)樋口一葉って…？ 

樋口一葉は 1872 年に生まれ、1896 年に肺結核でなくなった。わずか 24 年という

短い生涯であった。 

本名は樋口奈津だが、しかし、本人は日記の表紙などに「夏子」と用いることが

多かった。  

代表作は、たけくらべ、にごりえなどがある。たけくらべは短編小説で吉原に住

んでいる 14 歳の女の子の美登利と同じ学校の寺の息子の信如との思春期の微妙な

気持ちがあらわれた作品である。にごりえは短編小説で小石川柳町界隈の新開とよ

ばれる銘酒屋街にある菊の井という店に抱えられているお力を主人公に、鬱屈した

生のかたちと悲惨な死を描いた作品である。 

 

２)一葉の名前の由来 

一葉という名前は、20 歳の時に初めて名乗ったといわれている。文字通り一枚の

葉っぱという意味だが、達磨大師という足がない大師が揚子江を渡るときに乗って

いったアシの葉を意味している。彼女の一家は生活に困窮しており、お金がなかっ

た。御足というのはお金の意味もあり、達磨大師は足がない。そこから、「達磨も私

も御足がない」ということをかけて名前をつけたといわれている。 

＊豆知識：一葉が 21 歳のときに作った和歌も、達磨大師がでてくるものがある。 

「我こそはだるま大師に成にけれ とぶらはんにもあしなしにして」 

とぶらわんというのは、「弔い」。葬式のことである。友人がなくなったので葬式に

出ていきたいが、足（お金、お香典）がなくて行くことができないと嘆いている。 
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自分の号にするほど一葉はお金がなかったのだ。 

 

 ３)樋口一葉の略年譜 

西暦 和暦 年齢 できごと 

1872 年 明治 5 年 0 樋口奈津 誕生 

1876 年 明治 9 年 4 桜木の家に転居 

1881 年 明治 14 年 9 私立青海小学第二級に入学 

1883 年 明治 16 年 11 青山学校高等科第四級を主席で修了、退学 

1886 年 明治 19 年 14 中嶋歌子の歌塾「萩の舎」に入門 

1887 年 明治 20 年 15 長兄 泉太郎が死去 

1889 年 明治 22 年 17 父 則義が死去 

1890 年 明治 23 年 18 本郷菊坂長七十番地に転居 

1891 年 明治 24 年 19 「一葉」という名が使われ始める 

1892 年 明治 25 年 20 
雑誌「武蔵野」に「闇桜」が載る 

田辺花圃の仲介で雑誌「都の花」に「うもれ木」が連載 

1893 年 明治 26 年 21 

「文學界」に「雪の日」を発表した 

7 月に吉原遊郭近く下谷龍泉町三百六十番地にうつり、

小店をはじめた 

1894 年 明治 27 年 22 約 9 ヵ月で小店を閉じ、本郷区丸山町四番地へ転居 

1895 年 明治 28 年 23 「たけくらべ」「にごりえ」などを発表 

1896 年 明治 29 年 24 11 月 23 日午前に肺結核のため死去 

 

第２節 桜木の家 

樋口一葉は、明治五年(1872)陰暦 3 月 25 日生まれの小説家・歌人で、父則義、

母たきの次女として、現在の千代田区内幸町で誕生した。父則義は江戸南町奉行支

配下の同心だったが、維新後の当時は東京府庁に勤め、

幼少時代の一葉は、豊かな家庭で育った。 

一葉は明治 9 年(1876)4 月から明治 14 年(1881)まで

を、本郷 6 丁目 5 番屋敷で過ごした。今は法真寺が建
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っている。 

＊豆知識：法真寺とは、「和順山歓喜院法真寺といい、慶長元年（1596 年）に京

都知恩院より、寺号を附与されている。家康公御台所の天野図書（法真寺殿歓譽西

喜大禅定門 寛永十年五月二十日寂）が、同家下屋敷を寄進し、寺の開基となる。

この時の開山上人が、伝通院から来た栄誉泉良和尚という人であった。天保九年一

月十六日に類焼し、現在の本堂は天保十年四月二十九日に上棟したものである。幸

いなことに仏様は無事であった。関東大震災や第二次大戦ではいずれも被害を免れ

た。」（浄土宗和順山歓喜院法真寺公式ホームページ 2018.7.18） 

蔵の中で草双紙を読み耽り本郷小学校、吉川学校に通い、後年、日記『塵之中』

に、「師は弟子中むれを抜けて秘蔵にし給へり」と記すほど、教師から目をかけられ

た子供であった。 

なに不自由なく、障害の中で最も幸福で自由な時代が、一葉が「桜木の宿」とも

呼んだ本郷 6 丁目の家で過ごした日々だった。下谷後徒町 3 丁目に転居し、一葉は

この家から上野元黒門町の私立青海学校に通った。 

 

第３節 菊坂町の家：一葉の井戸  

戸主となった樋口一葉が自分自身で初めて選びすみ始めた場所が本郷菊坂町だ

った。始めは明治 23 年 9 月末から菊坂 70 番地にすみその後、明治 26 年には 69 番

地に移動している。  

一葉が小説家として、飛躍するためのさまざまな出会いや出来事がこの菊坂町時代

から始まっていたと考えられる。 

一葉文学の基調となっている「和歌と古典文学の素養」は、歌塾「萩の舎」で培

われました。一葉は 14 才の頃から通い始めた萩の舎に、明治 23 年からおよそ一年

間、内弟子として住みこみ、和歌や古典の知識を吸収していった。一葉の小説の手

ほどきをした半井桃水に出会ったのも、菊坂町時代であった。 

「萩の舎」の姉弟子・田辺花圃が小説『藪の鶯』を発表し、高額な稿料を手にし

たことを知った一葉は、自身の夢であった小説家となって一家を支えていく決意を

した。 

友人の野々宮起久の紹介で「東京朝日新聞」に連載小説を執筆していた半井桃水

に小説の指導を仰ぎ、桃水が創刊した『武蔵野』誌上で初めての小説『闇桜』を発

表した。その後、『玉襷』にて『別れ霜』『五月雨』『経づくえ』『うもれ木』『暁月夜』

『雪の日』など王朝風の作品を世に送った。やがて一葉と桃水との師弟関係を打ち

きり、田辺花圃を頼って小説を発表する場を探した。 
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当時の一流雑誌『都の花』に『うもれ木』が掲載され、文學界同人だった平田禿

木がこの作品に注目した。花圃を介して一葉に『文學界』への寄稿を依頼し文學界

第三号に『雪の日』が載ったことがきっかけになり一葉と文學界同人との関係が始

まった。『たけくらべ』が初めて発表されたのは『文學界』第 25 号誌上でした。一

葉を小説家として世にしらしめる文学界同人との出会いがあったのは本郷菊坂町時

代である。 
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＊豆知識：萩の舎に通っていた人々 

・鍋島侯爵夫人栄子  ・梨本宮妃伊都子  ・前田侯爵夫人朗子  ・綾小路子爵姉妹 

・旧老中小笠原長行の娘 艶子  ・旧沼津城主水野忠教の娘 栓子 

萩の舎は平民もいたが経済的に裕福な人がほとんどで上記のような人物たちが入門していた。 

＊豆知識：一葉が実際に使っていた井戸 

菊坂町に樋口家が住んでいるときに実際に使われて

いた井戸が今もなお残っている。 

住宅街の中にあるのでわかりづらいので注意が必要。

近くの家には人が住んでいるので静かに楽しむことが

大切だ。 

アクセス；〒113-0033 東京都文京区本郷 4-32・31 

 

第４節 丸山福山町：終の棲家 

明治 27 年（1894）5 月 1 日に一葉一家は本郷区丸山福山町へ転居。新居は「守喜」といううな

ぎ屋の離れ座敷を改築して垣根で貸家としていた。 

庭に小さな池がある住まいである。日清戦争による物資の不足やインフレが一葉一家の窮乏に

拍車をかけたが、その間に一葉と文學界同人たちとには仲が一段と深まり、文學界 19 号に丸山福

山町での最初の作品「闇夜」を発表。その作品郡は多くの読者を惹きつけ、一葉は一身に賞賛を

受ける小説家へと成長した。 

文學界同人の川上眉山、戸川秋骨、上田敏、島崎藤村らが一葉宅を訪れたのも福山町時代のこ

ろで、ここではサロンのような雰囲気があり、一葉に奇蹟をもたらした要因のひとつに上げる研

究者もいた。 

かつて小説の師と仰いだ半井桃水の紹介で博文館の大橋乙羽との邂逅を経て、文學界での連載

が終わった。 

たけくらべは博文館の看板雑誌文藝倶楽部に一括掲載された。森鴎外、幸田露伴、斎藤緑雨が

「めさまし草 巻の四」の三人冗語でたけくらべを絶賛したことが小説家樋口一葉の名を一気に

広めるきっかけとなった。 

しかし、明治 29 年の春頃から体調が優れず、その年の 11 月 23 日に逝去した。 

 現在一葉のお墓は杉並区築地本願寺和田堀廟

所にある。 

＊豆知識：一葉が眠っている場所 

杉並区築地本願寺和田堀廟所 

〒168-0064 東京都杉並区永福 1-8-1 

 TEL 03－3323－0321 

・徒歩の場合：京王線、井丿頭線の明大前駅か
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ら徒歩 10 分   

・車の場合：国道 20 号線（甲州街道）、明大和泉校舎となり（駐車台数／約 50 台）首都高速下

り永福出口より 2 つ目の信号 U ターン 

 

伊勢屋（質屋） 

きるべきもの丶塵ほども残らず よその蔵にあづけたけたれば、仮そめに出んとするものも

なし。邦子の、かろうじて背中と前袖とゑりさま𡿨(ざま)に はぎ合せて、羽をりだにきた

らましかば、ふとはぎ物とも覚えざる様に、小袖一かさねこしらえ出たり これをきて出る

に、風ふくごとの心づかひ、ものに似ず。 

寒風おもてをうちて寒さ耐えがたき時ぞ ともなく、冷汗のみ出るよ 

(明治 27 年 2 月 2 日 樋口一葉の日記より) 

きものは洋服とは違って、直線裁ちで、洗い張りをして幅を広げて大きくすることも、縮める

ことも可能で、汎用性があった。また、よくすれる膝頭や、傷んだ袖をやりくりして、襟の中や 前

におさめれば、何度も縫い直しが可能だった。 

「宮城野に あらぬものから 唐衣 などか小萩の しげきなるらむ」という一葉の歌がある。

宮城野は仙台萩の花で有名だが、そこでもないのに、ハギばかり重ねたきものを着てるんだろう、

と詠嘆を笑いにつつんでみせた歌だ。 

生活が苦しくなると、菊坂の質屋伊勢屋にきものを入れることもあった。 

明治 26 年(1893)夏、6 月 29 日、「此夜一同熱議、実業につかん事に決す」。つまり、原稿料で

暮らすのはとうてい無理だからと商売をはじめようとした。そして、東京中あちこち歩き回り、

下谷龍泉寺町の長屋を借りることに。しかし仕入れの金がなかった。 

7 月 7 日、母が古着の仲買商田部井に衣類売却を頼んだ。「大方の衣類うり尽しぬれど、猶きぬ、

ちりめんのたぐひ、1 つ 2 つはあり。我が中島師のもとに会合などあらむ時の料なれど、これを

しもいふ時にあらず」萩の舎の稽古用に絹物のひとつくらい残したかったが、そんなことは言っ

ていられない。「十五円ならば買手ありといふ。二重どん子の丸帯一すぢ、緋はかたの片かはと襦

珍襦子の片かは、ちりめんの袷衣二ッ、糸織一つ也。夫にてよしとて約束なる」(7 月 9 日)帯 2

本、きもの 3 つで 15 円(現代で約 30 万)という高額な値段だった。“片かわ”とは表裏の生地が

ちがう昼夜帯のこと。“糸織”とはこれも絹物で撚糸で織り、銘仙などより、厚地で耐久性のあ

る着物のことだ。次の日には、質草にと、5 月 3 日に預けたきものを受け出し、それを売るとい

う芸当をしていた。 

8 月 6 日には、「夕刻より着類三よつもちて本郷の伊せ屋がもとにゆく。四円五十銭かり来る」

とあり、また質入れをして金を借り、これで紙類を仕入れていた。伊勢屋とは本郷をはなれ下谷

龍泉寺町に移ってからも縁が切れなかった。 

翌年 2 月 2 日、旧歴の年始に出るが、このような際、着るべき絹物が「塵ほども残らずよその

蔵にあづければ」(明治 17 年 2 月 2 日)と悩んでいた。妹のくにのきもので背中や前袖、襟はあち
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こちはぎ合わせ、上に羽織を着れば、なんとかハギが見えないようなのができた。一葉はこれを

着て年始に行くが、「風ふくごとの心づかひ、ものに似ず」風が吹くたびにハギが見えやしないか

と、寒風吹きすさぶ中なのに冷汗ばかり出ていると言った。 

時は変わって五月、初夏のこと。「衣がへもなさではかなわず。ゆかたなど、大方いせやが蔵

にあり」(明治 28 年 5 月 17 日)「六月のお稽古には、まさか袷も着て行かれないし、母の夏羽織

も要るのになぁ。でも、着る物より食べる方が先」だと戸主である一葉は心を決めた。 

 

参考文献  

・『一葉のきもの』 

  近藤富枝 森まゆみ(2005 年) 河出書房新社 

・『日本の作家 100 人 樋口一葉－人と文学』 

  戸松泉(2008 年) 勉誠出版 

・『一葉伝－樋口夏子の生涯』 

  澤田章子(2005 年) 新日本出版社 

・『一葉に逢いたくて』 

  田所美恵子 三浦宏 森まゆみ 

・『つっぱってしたたかに生きた樋口一葉』 

  槐一男(2005 年) 教育資料出版会社 

 

・樋口一葉と水仙 

http://www.japanesedoll.jp/ichiyouhiguchi/higuchi-diary-haginoya.html 

・黙翁日録 http://mokuou.blogspot.jp/ 

・杉山武子の文学夢街道 http://www5a.biglobe.ne.jp/~takeko/index.htm 

・フムフム http://fum2.jp/ 

・あの人の人生を知ろう～樋口一葉編 http://kajipon.sakura.ne.jp/kt/ichiyou.html 

・一葉記念館 http://www.taitocity.net/zaidan/ichiyo/ 

・樋口一葉豆知識 http://www5a.biglobe.ne.jp/~takeko/mamechishiki.htm 

・東京都文京区本郷の法真寺 www.hoshinji.jp/ 

・築地本願寺 和田堀廟所  http://www.wadabori.jp/  

 

       

            （文責 久保田詩歩 松浦由依 𠮷田有希） 

 

 

 

http://www.wadabori.jp/
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第３章 石川啄木物語 

第 1 節 啄木の人生 

～石川啄木の人生～ 

年号 年齢 主な出来事 

1886 年 

（明治 19） 

0 歳

（満） 

2 月 20 日（戸籍上）、岩手県南岩手郡日戸村の曹洞宗善光寺で生まれる。

住職の父石川一禎と母の工藤カツとの長男で一と名づけられる。二人の

姉（サタ、通称サダ、トラ）がいたが、後に妹のミツ（通称光子）が生

まれる。 

1887 年 

（明治 20） 

1 歳 父一禎は、隣村の渋民村（現在の盛岡市玉山区渋民）宝徳寺の住職とな

り一家は転住する。 

1895 年 

（明治 28） 

9 歳 渋民尋常小学校を首席で卒業。盛岡高等小学校に入学。両親のもとを離

れて盛岡市の母方の伯父や伯母のもとに奇寓生活をする。 

1898 年 

（明治 31） 

12 歳 盛岡尋常中学校（現在の盛岡第一高等学校）に、128 名中の 10 番の成績

で合格。 

1899 年 

（明治 32） 

13 歳 2 年生に進級。後の書簡に、このころより妻となる堀合節子と恋愛をし

ていたと記している。生涯で最初の上京をする。雑誌を発刊。 

1900 年 

（明治 33） 

14 歳 3 年生に進級。二年生終了の成績は 140 名中 46 番。友人等とユニオン会

をつくったり、回覧雑誌「丁二雑誌」発刊。金田一京助から雑誌「明星」

を閲読するなど、文学活動を精力的に行う。 

1901 年 

（明治 34） 

15 歳 校内刷新運動が起こり、啄木たち三年生もストライキに参加する。4 年

生に進級。3 年生終了の成績は 135 名中 86 番。 

1902 年 

（明治 35） 

16 歳 4 年 3 学期の試験で不正行為があったとして譴責処分を受ける。5 年生

に進級。４年生終了の成績は 119 番中 82 番。1 学期の試験でも不正行為

があったとして二度目の譴責処分。「明星」に「血に染めし歌をわが世

のなごりにてさすらひここに野にさけぶ秋」が白頻の筆名で初めて掲載

される。10 月に退学届けを出し、上京して文学で身を立てようとする。

初めての日記となる『秋らく笛語』を書き始める。与謝野鉄幹・晶子夫

妻を訪問する。 

1903 年 

（明治 36） 

17 歳 二月末、生活に行き詰まり体調を壊し、父に迎えに来てもらい帰郷。故

郷の自然と節子に癒される。「ワグネルの思想」を発表。新詩社「明星」

の同人となる。筆名の「啄木」を使い始める。 
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1904 年 

（明治 37） 

18 歳 2 月に日露戦争が開戦し、「戦雲余禄」を発表。父一禎が宗費 113 円滞納の

ために曹洞宗務局より住職罷免の処分を受ける。多くの詩を「明星」「太陽」

などの雑誌に発表。 

1905 年 

（明治 38） 

19 歳 一家は宝徳寺を出る。第一詩集『あこがれ』を刊行。詩集刊行のために上

京し、節子との結婚のために仙台まで戻るが、結婚式には出席しなかった。

盛岡市内で新婚生活を始める。「小天地」発刊。 

1906 年 

（明治 39） 

20 歳 長姉サダ結核で死去。渋民村に戻り齊藤方に寄寓。4 月より母校の渋民尋常

小学校の代用教員に採用される。月給 8 円。徴兵検査を受け徴兵免除とな

る。小説「雲は天才である」や評論「林中書」など執筆。長女京子誕生。 

1907 年 

（明治 40） 

21 歳 ３月、函館ぼく宿社の松岡路堂に函館行きを依頼。代用教員の辞表を提出

してから高等科の生徒とともに校長排斥のストライキを行う。５月、一家

離散の状態で北海道函館に渡る。弥生尋常小学校の代用教員を行う。８月、

函館大火に遭遇し、勤務先の学校などが宗質。９月、札幌の北門新報社に

校正係として就職。10 月、小樽日報創刊にあたり貴社として就職。月給 20

円のちに 25 円。同僚に野口雨情がいた。12 月、事務局の小林寅吉に暴力を

振るわれ退職。 

1908 年 

（明治 41） 

22 歳 1 月、西川光二郎の社会主義の演説を聴く。同月、釧路新聞記者として就職

が決まり、妻子を小樽に残したまま、単身釧路に赴任。月給 25 円編集長格

として活躍する。4 月、創作活動へのあこがれから、妻子を函館の宮崎郁雨

に預け、単身海路で上京。5 月より金田一京助の世話になりながら（赤心館）

多くの小説を書くが、売込みに失敗し生活に困窮する。その苦悩を紛らわ

すように単価が爆発的に生まれ、歌稿ノート「暇ナ時」にまとめる。9 月、

蓋平館別荘に移る。 

小説「鳥影」を新聞に掲載。「赤痢」執筆。 

1909 年 

（明治 42） 

23 歳 「スバル」創刊に際し発行名義人となる。3 月、朝日新聞社に校正係として

就職。月給 25 円。4 月、「ローマ字日記」執筆。６月、妻子と母が上京し喜

之床の 2 階で生活。10 月、妻の節子が京子を連れて１ヵ月ほど実家に家出

する。これを契機に生活態度を改めるが、その決意を「弓町より 食ふべ

き詩」（11 月）に記す。 

1910 年 

（明治 43） 

24 歳 5 月、幸徳秋水らの無政府主義者陰謀事件が発生し、以後「大逆事件」の資

料を集め』記録する。8 月ごろ「時代閉塞の現状」執筆。9 月、朝日歌壇の

選者に。10 月、長男真一生まれるも 20 日余りで亡くなる。同月、「創作」

に「地図の上朝鮮国にくろぐろと墨をぬりつつ秋風を聴く」発表。12 月『一

握の砂』刊行。 
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1911 年 

（明治 44） 

25 歳 1 月、幸徳秋水ら 24 人死刑判決の報道に衝撃を受ける。2 月、慢性腹膜炎

で東京帝国大学付属病院青山内科に 40 日ほど入院。4 月、土岐哀果と雑誌

「樹木と果実」の計画を企てるが断念する。6 月、詩「はてしなき議論の後」

（後に『呼子と口笛』となる）を発表。8 月、終焉の地となる現在の文京区

小石川に転居。9 月頃、宮崎郁雨から節子に送られた手紙をめぐって、郁雨

と交友関係を絶つ。 

1912 

（明治 45） 

26 歳 1 月、母カツが肺結核と診断され 3 月に亡くなる。享年 66 歳。4 月 13 日午

前 9 時 30 分、肺結核の全身衰弱により、26 年と 2 ヶ月の生涯を閉じる。父

一禎と妻節子、そして若山牧水が最期を看取った。土岐哀果の生家である

浅草寺光寺で、夏目漱石、北原白秋、佐々木信綱、木下杢太郎ら 50 人余り

が参列して葬儀が行われた。法名啄木居士。等光寺に仮埋葬される。 

 没後 6 月に、第二歌集『悲しき玩具』刊行。同月、妻節子、療養先の千葉県安房

で房江を出産。9 月、妻節子２人の遺児を連れて、移住していた函館の実家

に帰り借家生活をする。 

1913 年 

（大正 2） 

 ３月、啄木の遺骨は函館の立待岬に葬られる。5 月、妻節子結核のために死

去。享年 28 歳。5 月、土岐哀果の尽力で『啄木遺稿』を刊行。6 月、『啄木

歌集』を刊行。 

 

１）～啄木誕生～ 

父・石川一禎と母・カツの長男として岩手県の日戸村、現在の盛岡市あたりで生まれる。戸籍

上は工藤一といい、戸籍によると 1886 年 2 月 20 日の誕生だが、1885 年 10 月 28 日に誕生したと

もいわれている。 

二人の姉と妹がいる（サタとトラとミツ）啄木は４人の中で唯一男児だったをので母に大変可

愛がられ、息子が丈夫になるようにと自分は肉を食べないようにしたそうだ。 

 

２）～浪漫主義・天才主義期～ 

啄木５歳の時に学齢より一歳はやく渋民尋常小学校に入学する。渋民尋常小学校を首席で卒業

し、盛岡尋常中学校に１０番目の成績で入学する。上級生に金田一京介、野村胡堂、及川古志郎

らがいた。11 年後には宮沢賢治も入学した。中学校時代に「岩手日報」に文章を載せたり仲間た

ちと同人雑誌を作ったりし、自らの人生の生きる道は「文学」であると見出す。文学に没頭した

結果勉強がおろそかになり、カンニングを二回行い、譴責処分の末に自主退学をした（啄木１６

歳のとき） 
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３）～幸せな結婚生活は一瞬～ 

啄木１９歳の時中学時代に出会い恋愛が続いていた堀合節子と結婚し、翌年に娘が生まれる。

啄木は再び（自主退学後一度失敗している）上京しほぼ一年後に朝日新聞社の校正係の職を得て

家族を呼び寄せた。 

ところがわずか四ヵ月後に妻の節子が家出してしまう。 

啄木の妻節子は「私故に親孝行のあなたをしてお母様に背かしめるのが悲しい。私は私の愛を

犠牲にして身を退くから、どうか御母様の孝養を全うして下さい」（金田一京助「弓町時代の思い

出から」『金田一京助全集 第十三巻 石川啄木』三省堂）という内容の置き手紙を残している。 

→嫁姑問題が原因かといわれているが、今井泰子は「女の目で読めば、ここにはまず何よりも夫

に対する痛烈な講義、夫の愛情に対する不信」（『石川啄木論』塙はなわ書房）であると指摘して

いる。 

 

４）～節子家出の衝撃～ 

節子の家出後啄木は金田一に「かかあに逃げられあんした」と話し、金田一に戻ってきてほし

いという手紙まで書いてもらった。もちろん自分でも書いた。小学校の恩師新渡戸仙岳にも「昼

は物食はで飢を覚えず、夜は寝られぬ苦しさに飲みならはぬ酒飲み候。妻に捨てられたる夫の苦

しみの斯く許りならんとは思ひ及ばぬ事候ひき」と記している。 

 

５）～２３歳の転機～ 

26 歳までの三年間には歌集『一握の砂』や生前に編集した『悲しき玩具』など今日でも有名な

作品が生み出された。今まで浪漫主義・天才主義であり文学だけの人生でおごり高ぶったものだ

ったが節子の家出を期に人生観、文学観に大きな変化が生じた。 

 

６）～節子との恋から見る啄木～ 

後に妻となる節子は盛岡の女学校出身、特技はバイオリンで教育熱心な親に厳しく育てられた、

礼儀正しい女性だった。中学を自主退学し職もない啄木をみて、節子の両親は啄木と別れるよう

に言い聞かせたが節子はかたくなに拒んだ。節子の父の話「啄木の妻 節子」によると、『若い同

志のことだから思いつめてどんな事をしでかすかわからない』と周りから説かれ承諾したそうだ。 

 

７）～節子との恋から見る啄木～ 

婚約後東京に旅立っていた啄木だが、結婚式のために東京をたったと言いつつ、結婚式当日啄

木は現れず節子一人での参加だった。だがその姿は堂々としていたという。節子の友人らは「そ

んな無責任な男とは即刻別れるべきだ」とすすめるが、節子は友人へ向けた手紙の中で「私はあ

くまで愛の永遠性を信じています。」と記した。 

結婚式の五日後啄木は悪びれも見せずひょっこりと節子の前に現れた。結婚式を欠席した理由
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は「失業した父親の面倒をみるのがイヤ」と言う理由だったそうだ。 

８）～節子との恋から見る啄木～ 

結婚して３年がたち、身の回りのものを全て質に入れ、借金をするしかなかった節子とは対照

的に啄木は毎晩飲み歩いていた。友人らは節子をとても心配していた。 

「束髪が額にみだれて 痛々しく見え 頬のやせ 眼のくぼみ 一つとして精神の苦悩をかたら

ぬものはない」（昭和１３年８月「中央公論」「啄木の妻」）と記されている。 

 

９）～節子との恋から見る啄木～ 

明治４１年春、啄木は小説家になるため一人で東京へ向かった。啄木が上京して半年、啄木か

らは頼りも仕送りもほぼなかったため節子は働き始め、明治４２年６月節子は東京に向かい啄木

と一年ぶりに再会する。しかし、東京で啄木と暮らしてわずか４ヶ月後、節子は娘を連れて家を

出て行った。→ここから啄木の文学が大きく変わる 

啄木の小説が詩ほど成功しなかったのは生涯が短かったため鍛錬が少なく、もう少し長生きし

ていたら小説家になったのではないかと言われている。 

 

１０）～節子との恋から見る啄木～ 

啄木は亡くなる十ヶ月前に将来節子と叶えたいと願った夢を詩「家」につづっていた。 

「泣く児に添乳する妻のひと間の隅のあちら向き、そを幸ひと口もとにはかなき笑みものぼり

来る」 

「四五日おきに送り来る丸善よりの新刊の本の頁を切りかけて、 食事の知らせあるまでをう

つらうつらと過ごすべく、」 

 

１１）～おまけ・啄木に振り回された節子～ 

啄木の女遊びが詳しく書かれた有名なローマ字日記、啄木は死ぬ間際に日記を「焼くように」

と指示したが節子は焼かずに金田一京助に渡し、残された日記は１９７０年代になって翻訳出版

された。節子は「愛着から燃やすことができませんでした」と言っている。 

 

１２）～ローマ字日記～ 

啄木は 10 年にわたって日記をつけていたが、明治 42 年 4 月からの約 2 ヶ月間はローマ字表記

を用いていた。日記の最初の日にこう記されている 

「naze kono Nikki wo Rômaji de kaku koto ni sitaka ? Naze da ? Yo wa Sai wo aisiteru ; 

aisiteru kara koso kono Nikki wo yomase taku nai no da.」 

と記しておきながら関係を持った吉原の遊女の名前を一人ひとり書き記してあったり、交渉の内

容などを細かく記している。 
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１３）～優しい一面～ 

『地図の上朝鮮国にくろぐろと墨をぬりつつ秋風を聴く』 

この歌は明治四三年八月、日韓併合がおこった二ヵ月後に啄木が「九月の夜の不平」と言う題

で「創作」に発表した。 

このころ日本では領土が増えて地図の上を赤く塗って御祝いをしていたときに啄木は国家を

失った韓国人の心情に寄り添って悲しみを表している。当時はきわめて異例で、このように啄木

は相手の気持ちを考えることができた。→これも節子が家出をしてしまったことによる啄木の変

化のひとつといえる。 

 

１４）～借金まみれ～ 

啄木が作成した借金メモの総額は一三七二円五〇銭（当時安月給だった小学校教員の初任給は

一〇円から一三円、現在の小学校教員は約一八万円） 

父親、義理の弟の宮崎郁雨、妻の実家の堀合家等借金の四分の一は主に親族から借りていた。 

宮崎郁雨は節子の妹の夫で、歌人である。啄木の生前から啄木一家を支え、啄木の死後も墓碑建

立、「啄木を語る会」を発足させるなどをした。啄木に一番多くお金を貸していたのは郁雨だった。 

 

１５）～借金まみれ～ 

「啄木の悪徳」（『金田一京助全集 第十三巻 石川啄木』三省堂）によると、「わたしはこれ

（＝借金メモ）を一見したら（中略）』感心してしまった。だって、はじめからふみ倒す心なら、

こんなに克明に書き並べておくはずがないからである。あとあとの金額まで書いてあるところを

みると、およそ朝日新聞社に拾われて、定収入にありついてからの浄書である。啄木は、払える

機会が来たら払おうとしたから、一々これを書き並べているのだと、私には、この一枚の借金表

に泣けたのである」と記してある。→金田一京助は啄木に百円を貸していた 

 

１６）～ペンネームの由来～ 

石川一は自身のペンネームを３度変えている 

翠江（すいこう）→白蘋（はくひん）→啄木（たくぼく） 

白蘋と名乗っていた少年時代に渋民村宝徳寺の万年山に響き渡るきつつき鳥のこだまに心に

交響させ、強い詩的衝動に駆られた。啄木は、啄木鳥からとったものである。 
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１７）～啄木の顔～ 

①婚約時の啄木              ②マフラー姿の啄木 

     

 

③帽子姿の啄木              ④坊主の啄木 

         

              （出典：Wikipedia および石川啄木トリビア 2018・7・21） 

 

１８）～私が気になった詩～ 

無題 

 一年ばかりの間、いや一と月でも一週間でも、三日でもいい。 

神よ、もしあるなら、ああ、神よ、私の願ひはこれだけだ。 

どうか、身体からだをどこか少しこはしてくれ痛くても関はない、どうか病気さしてくれ！ 

ああ！ どうか…… 

真白な、柔らかな、そして身体がフウワリと何処までも―― 

安心の谷の底までも沈んでゆく様布団の上に、いや養老院の古畳の上でもいい、 

何も考へずに（そのまま死んでも惜しくはない）ゆっくりと寝てみたい！     

手足を誰か来て盗んで行っても知らずにゐる程ゆっくり寝てみたい！ 

どうだらう！ その気持は！ ああ。 想像するだけでも眠くなるやうだ！ 
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今著てゐるこの著物を――重い、重いこの責任の著物を脱ぎ棄てて了まったら（ああ、うっ

とりする！）   

私のこの身体が水素のやうにふうわりと軽くなって、高い高い大空へ飛んでゆくかも知れな

い――「雲雀だ」 

下ではみんながさう言ふかも知れない！ああ！―――――――――――――― 

死だ！ 死だ！ 私の願ひはこれたった一つだ！ ああ！ 

あ、あ、ほんとに殺すのか？待ってくれ、ありがたい神様、あ、ちょっと！ 

ほんの少し、パンを買ふだけだ、五―五―五―銭でもいい！ 

殺すくらゐのお慈悲があるなら！ 

 

第 2 節 赤心館 

 

１）～赤心館～ 

赤心館 本郷区菊坂町八十二  

現在はオルガノ株式会社 文京区本郷 5-5-16 に位置している。1908（明治 41）年５月５日赤

心館の二階に引っ越した。引っ越す前の４月２９日、５月 3 日には赤心館の金田一京介の部屋に

泊まっている。（5月 4日にも二階の部屋の掃除が終わってなかったので金田一の部屋に泊まった）

赤心館での生活は 4 ヶ月、その間のわずか 1 ヶ月の間に『菊地君』『母』『天鷲絨』「二筋の血」「刑

余の叔父」など、６作品、原稿用紙にして 300 枚にものぼる作品を完成させた。 

 

２）～赤心館～ 

「たはむれに母を背負ひてそのあまり 軽きに泣きて 三歩あゆまず」も赤心館時代の作品で

ある。しかし作品に買い手がつかず、収入は途絶え、下宿代も催促され続ける日々だった。9 月 6

日ついに啄木は下宿代を払えなくなり金田一京助の援助で共に近くにあった下宿『蓋平館別荘跡』

に移っていった。 

 

 

第 3 節 太栄館 

1）太栄館について 

1908 年（明治 41 年）、赤心館を後にし、友人の金田一京助と共に移った下宿先が太栄館。 

啄木は３階の三畳半の部屋に 9 ヵ月間投宿していた。建物全体が丘の上にあり、当時は眺めがよ

く、啄木は入居の際、「富士が見える、富士が見える」と喜んだそう。 

 もとは「蓋平館別荘」という名の下宿屋だったが、昭和 10 年に改名し、「太栄館」となった。

1896 年（昭和 29 年）までは明治時代の建物で営業していたが、火事で消失したため、その後の
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建物は昭和 30 年以後のもの。リニューアル後は、木造二階建てとなった。 

2014 年 6 月に閉店しており、玄関脇にある啄木の歌碑と説明板にて当時の様子を知ることがで

きるようだったが現在は全て解体されている。  

                                                   

   

昭和 30 年後の建物の太栄館      現在の太栄館（赤いコーンが置いてある場所） 

（出典：タイムアウト東京 2018・05・11） 

※途中、道を間違えてしまったため、太栄館の前は通れず、坂の下から見学しました。 

 

2）太栄館へ移った理由 

 啄木は上京して間もなく、定職がなかったため、赤心館での家賃は友人である金田一京助が

払っていた。しかし、徐々に支払いが厳しくなり、下宿のおかみに待ってくれるように頼んだが

断られてしまい、啄木と京介は「蓋平館(太栄館)」に引っ越すことになった。「蓋平館」に引っ越

す際、京介は啄木に一切相談をせず、啄木が出掛けているときに自らの蔵書のほとんどを売り払

い、その金でひそかに次の下宿先である太栄館を確保してから、啄木に引っ越すむねを伝えたと

いう。引越し後、二人は小料理屋に入り、ビールで乾杯をしたが、 

京助は内心、自身の蔵書を売り払ったことに対する後悔の念もあったようで、自伝には、「実を言

えば、本の愛着とでもいうものがあって、このときのビールほど様々な味を持ったビールを飲ん

だことがない」とつづっている。言語学の研究をしている京助にとって読み親しんだ蔵書を手放

すにあたっては、やはり苦悩があったようだ。 

 

3）友人 金田一京助について 

‐年譜- 

年 年齢 できごと 

1882 年（明治 15 年） 0 歳 5 月 5 日、旅館を営んでいた金田一久米之助の長男として誕生 

1896 年(明治 29 年)  13歳 岩手県立盛岡中学校入学（京助三年次に啄木と出会う） 
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1904 年(明治 37 年） 21歳 東京帝国大学文科大学に入学、言語学科に進学 

1908 年(明治 41 年) 25歳 海城中学校に国語教師として赴任するも、10 月に教員資格がないこ

とが判明し失職（啄木上京） 

1909 年(明治 42 年） 26歳 林静江と結婚 

1913 年(大正 2 年) 30歳 息子・春彦誕生 

1922 年(大正 11 年） 39歳 國學院大學教授のち名誉教授 

1926 年(大正 15 年） 43歳 大正大学専任講師 

1928 年（昭和 3 年） 45歳 東京帝国大学助教授 

1932 年(昭和 7 年） 49歳 ユーカラ※の研究で帝国学士院賞受賞  

1928 年(昭和 16 年) 58歳 東京帝国大学教授 

1971 年(昭和 46 年) 89歳 老衰による動脈硬化と気管支肺炎のため死去 

※ユーカラとは…文字を持たないアイヌに口承されてきた叙事詩（神話や英雄伝説などを元に

した長い物語）。 

 

‐アイヌ研究について‐ 

 京助は東京帝国大学文科大学に入学し、言語学科に進学する。先輩には琉球語、朝鮮語など

を研究する人たちがいたが、アイヌ語を研究する日本人は居なかった。そのため、言語学科の主

任教授の上田万年博士は講義のとき、「アイヌは日本にしか住んでいない。アイヌ語研究は、世界

に対する、日本の学者の責任ではないか。」というようなことをおっしゃり、これを聞いた京助は

アイヌ語を研究テーマにすることに決めたという。その後、アイヌの人々から直接アイヌ語や文

科について聞き取り調査を始めた。また、東京でもアイヌの人に出会ったり、ユーカラを教えて

もらったりと様々な方法で調査をしたという。 

 

4）啄木と京助の関係 

 二人は 1898 年（明治 31 年）に、岩手県立盛岡尋常中学校に啄木が入学し出会うことになる。

京助は啄木の生涯のよき友人であり、サポーターであった。啄木は、「金田一君といふ人は、世界

に唯一人の人である。かくも優しい情を持つた人、かくも浄らかな情を持つた人、かくもなつか

しい人、決して世に二人とあるべきで無い」と記している。 

 10 代の頃、京助と啄木は共に同じ文学者の道を志したが、京助は途中で断念した。京助に言語

学者という新たな道が開けたためでもあったが、啄木の天賦の才を目の当たりにし、自分の才能

に見切りをつけた面も大きかったようだ。 

 また、先ほど京助のことをよきサポーターであったと記したように、京助は北海道から上京し

て、ほぼ無一文で転がり込んできた啄木に幾度となくお金を貸し、なけなしのお金で蕎麦や天ぷ

らを奢っていた。時には、家財や妻の着物を質に入れてまで金を貸していたそうだ。 

京助の息子の春彦は、「石川啄木を石川五右衛門の子孫か何かだと考えていた」と当時を回想
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しているほどで、いかに啄木にお金を貸していたかがよくわかる。  

＊石川五右衛門とは安土桃山時代の大盗賊のこと。 

  

 

第 4 節 喜之床 

1）喜之床について 

 1909 年（明治 42 年）、3 月、啄木は朝日新聞社の校正係として定職を得たため、「太栄館」から

次に移ったのは当時新築であった、理髪店「喜之床」。喜之床で生活をした期間は 2 年 3 カ月で、

母、妻、自身の病気のため、2 階への上り下りも厳しくなり、終焉の地になる小石川の平屋へと

移る。啄木の最も優れた作品が生まれたのはこの喜之床時代の特に後半の１年間と言われている。 

 喜之床の建物は愛知県にある明治村に移築されているが、啄木が住んでいた頃から数えると四

代目の方が現在、「アライ」という同じ名前で同じ理髪店を営んでおり、建物の壁には喜之床の説

明板が貼り付けてあるので当時を知ることができる。  

説明板と喜之床跡（現・理容アライ） 

＊大通りに面しています。本郷三丁目駅から、近いです。 

 

2）家族との同居まで 

 啄木は、東京朝日新聞社の校正係としての職が決まった後、すぐにでも家族を東京に呼び寄せ

たかったが、これまでの借金漬けのために今すぐに生計を立てられず、それはかなわなかった。

家族も呼び寄せられない、小説も売れない、ジレンマにかられる日々が続き、啄木は自暴自棄的

で自虐的になっていった。東京毎日新聞に連載した小説「鳥影」の原稿を本にしてくれるように

出版社に交渉したが、編集者から原稿を突き返されてしまい、帰宅途中に死んでやろうかと思っ

たり、仮病で仕事を 5 日も休んだりしていた。しかし、6 月 10 日についに家族が上京してくるこ

とになり啄木は怠惰した生活をやめ、慌てて下宿先を探し、「喜之床」に移ることになった。6 月

15 日の夜に蓋平館を出ると、荷物だけを喜之床に置き、その日は京助の部屋に泊めてもらったそ
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うだ。 

 

3）喜之床での家族の生活  

 啄木の念願だった家族そろっての生活が喜之床で始まったが、すでに家庭は崩壊しかけていた。

姑の嫁とのいさかいが絶えず、娘の京子は泣き止まない。啄木は小言を言って怒鳴りつけたこと

もあった。また、妻の節子も生活にうんざりしており、盛岡の実家に「東京はいやだ」という手

紙を出しては、逃げ帰りたい気持ちになっていたという。 

 

4）節子の家出 

 10 月 2 日、啄木が出社したあと、節子は姑のカツに「近所の天神様へ行ってくる」と言い残し

京子の手を引いて出て行ったが、実は、節子は天神様に行ったのではなく、盛岡の実家に戻って

いたのだった。啄木は最愛である節子に愛想を尽かされ、食事はのどを通らず、夜も眠ることが

できないほどうちひしがれていたそうだ。啄木は家出した節子に対する心情を吐露した手紙を送

り、一日も早く帰るように説き伏せた。この時節子に送った手紙はかなり過激な内容で、「もし帰

らないと言ったら、盛岡にいって殺そうとまで思った」と書いている。そんな手紙をもらった節

子は 10 月 26 日、京子と共に喜之床に帰ってくる。この家出を境に、啄木は生活態度を改め、身

を粉にして働いたそうだ。 

 

 

第 5 節 菊坂ホテルをめぐる人々 

1） 菊坂ホテルについて 

 1896 年（明治 29 年）より下宿「菊富士楼」を経営していた岐阜県出身の羽根田幸之助・菊江

夫妻が新築し、改名したものが 1914 年（大正 3 年）、菊富士楼隣地に開業した「菊富士ホテル」

だ。同年に開催された、東京博覧会に訪れる客（特に外国人）をあてこんでの経営だったが、次

第に文人たちの集まる宿となった。このホテルには、宇野浩二・宇野千代・尾崎士郎・直木三十

五・広津和郎・竹久夢二・谷崎潤一郎・坂口安吾・大杉栄・伊藤野枝などの文士や政治家、学者

などが滞在したそうだ。1945 年（昭和 20 年）3 月 10 日、第二次世界大戦で建物は戦災を受け焼

失したが、跡地には 1977 年（昭和 52 年）に、羽根田家により止宿者の名を刻む石碑が建立され

た。 
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菊富士ホテル跡（出典：Yahoo! ブログ空閨残夢録 2018・05・11） 

＊現在は建物がなく、碑のみが残っています。 

 

2） ホテルの外観・施設 

 菊富士ホテルは、客室は 50 室、地下に食堂を擁し、外観は御影石とレンガの洋風造りで、屋根

にイルミネーションを飾り、当時としてはハイカラなホテルだった。玄関の前に立ってホテルを

眺めると三階建てだが、裏側を遠くから眺めると地下の食堂と塔の部屋とが見え、五層の外観を

持っていた。塔の部屋は東京中で靖国神社の大鳥居（高さ 25 メートル）の次に高く、とても眺望

がよかったため、主人の幸之助はこれを自慢としていたそうだ。客室のほとんどは 8 畳か 6 畳の

広さで、東側は洋室風、南側は日本間風だった。畳の部屋も、じゅうたんと鉄製ベッドつきの洋

室も、すべて鍵がかかるようになっていた。また、洋風風呂が菊富士ホテルの売りのひとつで、

幸之助自らが設計し、こだわったそう。 

 

3） 様々な宿泊客たち 

‐宇野浩二‐ 

 大正 12 年頃、高田保の紹介で、旧館１階の 8 畳の日本間に下宿人として引っ越してきた。当時

宇野は三年前に「蔵の中」で華々しいデビューをし、中堅作家として盛名を馳せていた。宇野は

部屋を持つと 4、5 日自分の部屋に居続けたり、次の２、３日は朝に上野桜木町の自宅から書物な

どの入った風呂敷包みを抱えて立ち出でホテルに入り、夕方になるとまた自宅に帰るといった勝

手きままな出入りをしていた。しかし宇野は 10 年間もこのホテルに滞在していたそうだ。 

宇野は絹の夜具がお気に入りであったそうで、部屋に入ると女中に絹のふとんを敷かせ、腹ば

いになって原稿を書いたり、本を読んだりしており、文壇の中でも有名だったそうだ。宇野を訪

問する記者も友人たちも、当たり前のこととしてふとんの中の宇野と対面していた。 

 

‐広津和郎‐ 

 1925 年（大正 14 年）、8 月 6 日、ホテルの旧館に下宿していた宇野に空き部屋の確認の電話を

し、下宿を始める。広津には正妻も子どももいたが、白石
しらいし

都里
つ さ と

という女性と一緒にホテルに現れ、

生活を始めたそうだ。都里の他にも、女優の松井千枝子を愛人にしていた。広津は始め旧館の日

本間にいたが、ホテルのことを気に入り、新たに新館の２階洋間に部屋を移した。のちに都里に

も千枝子にも去られた広津はホテルを出たが、昭和になってからふたたび菊富士ホテルに戻って

きている。 
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‐坂口安吾‐ 

 兄の経営している書店を手伝っていた鵜殿新に、下宿のあっせんを頼み、昭和 10 年頃、菊富士

ホテルに越した。安吾は新館の３階のさらに上にある塔の部屋を選んだ。この部屋はホテルの中

で一番安く代々学生が住んでいたそう。 

昭和 14 年、「文体」に発表した小説「紫大納言」は目をみはる文学となるも、安吾は満足せず

新しい心で新しいものを書きたいと、ホテルを去る。滞納を重ねた部屋代の変わりに、一本の軸

を残した。しかし、安吾は、当時はまだ有名ではなかったため、滞納代の代わりには到底及ばず、

軸にはほとんど価値は無かった。 

 

4） お勘定 

菊富士ホテルは外国人客を狙った経営だったが、しだいに客は文士たちが多くなった。 

大杉栄には、「ひどくおおざっぱなホテルでね、当分は一銭もなしに暮らせますよ。」と   

言われたり、何人かの文士には下宿代の滞納を重ねられたりしていた。しかし、ホテル側はぜひ

とも下宿代を払ってもらいたかったが文士がしぶとくなかなか払ってくれなかったそうだ。  

 

 

参考文献 

＊『石川啄木入門』 池田功 2014 年 桜出版 

＊『啄木日記を読む』 池田功 2011 年 新日本出版社 

＊『啄木 ふるさと人との交わり』 森義真 2014 年 森岡出版コミュニティー 

＊『２６年２か月 啄木の生涯』 松田十刻 2009 年 森岡出版コミュニティー もりおか文庫 

＊『本郷菊富士ホテル』 近藤富枝 1983 年 中央公論新社 

 

＊石川啄木と妻・節子｜歴史秘話ヒストリア 

＊青空文庫 詩 石川啄木 

＊啄木の文学散歩 東京都：本郷 - 赤心館・蓋平館・喜之床 

＊石川啄木、赤心館へ 

＊宮崎郁雨 

＊【日記文学】浮気、入院……そんなことまで書いてたの？ “作家の日記”セレクション 

＊旭川に石川啄木の歌碑を建てる会 

＊歌集『一握の砂』を残し 26 歳の若さで世を去った天才歌人・石川啄木とはどのような人物?  

 

 

（文責 上野紗英、木村璃音） 
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第 4 章 本郷総説 

   第 1 節 かね

やすまでは… 

1) 本郷・かねやす 

かねやすは、兼安祐悦 

(かねやすゆうえつ)という口

中医師 (歯科医 )が元禄年間

（1716～1736）に歯磨き粉で

ある「乳香散」を製造販売し

たところ、大いに人気を呼び

ました。 

それをきっかけにして小間

物店 兼安 を開業する。「乳香散」が爆発的に売れたため、当時の当主は弟にのれん分けをし、

芝にもう 1 つの 兼安 を開店した。同様の製品が他でも作られ、売上が伸び悩むようになると、

本郷と芝の両店で元祖争いが起こり、裁判となりました。 

これを裁いたのは大岡忠相（大岡越前守忠相）であった。 

大岡は芝の店を 兼安 本郷の店を かねやす とせよ、という処分を下した。本郷の店がひ

らがな なのはそのためである。その後、芝の店は廃業した。本郷の店も 2017 年に閉店となり、

現在はシャッターが下ろされています。 

・お店のシャッターは 2017 年に下されたもので、今回の文学散歩でお店の内部を見ることは出

来なかったのは残念でした。十字路の交差点の大通りにあるため初めて行った場所でしたが、か

ねやすの大きなシャッターが目に入りました。 

※小間物店…小間物を商う人，またはその店で、江戸時代は行商が普通で，化粧品，櫛(くし)，

簪(かんざし)，楊枝，歯みがき，紙入れ，タバコ入れ等を売り歩くなどを売る店。 

 

2）川柳 

「本郷も かねやすまでは 江戸のうち」意味としては江戸市中の北限がかねやすという店ま

での意味。1730 年、大火事が起こり復興する際、大岡忠相は本郷のかねやすがあった辺りから  

南側の建物には塗屋・土蔵造りを奨励し、屋根は茅葺きを禁じ、瓦で葺くことを許した。この
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ため、かねやすが江戸の北限として認識されるようになり、「本郷も  かねやすまでは 江戸のう

ち」の川柳が生まれました。1818 年に江戸の範囲を示す朱引が定められたが、これはかねやすよ

りはるか北側に引かれた。東京（江戸）という都市部に於いて度重なる大火や地震、戦災を経て

も同一店舗が 400 年にわたって存在するのは珍しい事例です。  

※大岡忠相…本郷のかねやすまでが江戸市中であると、定めました。公正な裁判、物価の安定、

町火消の結成、小石川養生所の設立などに力をそそぎ名奉行といわれた。目安箱の創設をはじめ、

商人の仲間・組合を公認するなど、享保の改革を実務で支えました。 

 

3）火事・大火 

1601 年から 1867 年に至る 267 年間に江戸では 49 回もの大火が発生しました。大火以外の火

事も含めると、1798 回になります。他にも、1601 年から 100 年間で 269 回、1701 年からの 100

年間で 541 回、1801 年から 67 年間で 986 回となり、人口の増加による江戸の繁栄に比例して、

火事の回数も増加していきました。特に 1851 年から 17 年間では 506 回もの火事が発生していま

す。 

 

※大火…被害が広範囲に及ぶ火事。大きな火事。 

 

第２節 坂の町本郷 

１）坂の町 

坂は人々の暮らしに密着して、その歴史を刻んでいます。東京の坂の 3 分の 1 に当たる 113 も

の坂道が文京区に集中している。一概に坂と言っても、国道級道路の坂（富坂、湯島坂）から、

軽自動車がやっと通れる狭い坂道（梨木坂、鐙坂）もあります。また、あまりに急なために長い

階段を上り下りしなくてはならない坂（実盛坂、炭団坂）もある。また坂の名前も、さだまさし

の歌や森鴎外の「雁」で有名になった無縁坂のほか、異人坂、切支丹坂、猫又坂、蛙坂、お化け

階段など、名前を聞くだけで、面白いものばかりである。他にも、地図にも標識にもない坂（本

郷 5 丁目の胸突き坂、湯島３丁目のガイ坂）

があり、地元の人によって呼び名の違う坂

道もある。 

 

２）見送り坂・見返り坂 

 

緩やかな坂になっている→ 

 

「むかし太田道灌の領地の境目なりしと
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いひ伝ふ。その頃追放の者など此処より放せしと……いずれのころにかありし、此辺にて大きな

る石を堀出せり、是なんかの別れの橋なりしといひ伝へり……太田道灌(1432～86)の頃罪人など

此所よりおひはなせしかば、ここよりおのがままに別るるの橋といへる儀なりや」 

と『改撰江戸志』にある。 

江戸を追放された者が、この別れの橋で放たれ、南側の坂(本郷３丁目寄)で、親類縁者が涙で

見送ったから見送り坂。追放された人がふりかえりながら去ったから見返り坂といわれた。 

 

３）胸突き坂 

文京区本郷 5 丁目 9 番/10 番と 33 番の間にある坂

道です。菊坂通りから東に折れて上る坂道です。坂

下部は緩やかですが、途中からその名前が示すよう

な急坂になります。ちょっとした風情がある坂道で

すが、標識は設置されていません。 

この胸突き坂を含め、区内には胸突坂と呼ばれる

坂道が３ヶ所あります。その一つ、 

西片２丁目と白山 1 丁目の間にある胸突坂 

もう一つ関口 2 丁目と目白台 1 丁目の間にある胸

突坂 

本郷 5 丁目にある、こちらの胸突坂も、他の２つ

の胸突坂同様に急な傾斜の坂道です。坂名もやはり、

その急な傾斜に由来するものでしょう。 

・胸突き坂は、事前学習で坂について調べている

時に実際に上った方々の感想など見ていると「本当に胸がつきそうなくらい急でした。」や「この

坂を自転車上るのは、無理…。」など行く前からど

のくらい急なのか不安になるくらい、辛そうな感

想ばかりで当日登れるか心配でした。 

坂の角度を調べてみたりしました。（12 度） 

 

４）鐙坂 

・今回の散歩の中で、一番辛かった坂です。細い

道から階段を上り、坂の途中から下りました。坂

は、上りよりも下りのほうが辛かったです。 

 

この写真は坂の一番に上って 

写真を撮りました → 
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本郷台地から菊坂の狭い谷に向かって下り、先端が右にゆるく曲がっている坂である。 

閑静な住宅地の中にある、片側が石垣になった急な坂道です。 

 坂の下には銭湯（菊水湯）や床屋がある古いまち並みが残り、「昭和」のイメージを醸し出して

います。文京区本郷 4 丁目 20 番と 31 番の間を、北から南へ上る坂道です。閑静な住宅地の中に

あり、近くに樋口一葉旧居跡があります。 

坂を上りきった左手には、金田一京助・春彦旧居跡があり、付近の木造家屋に独特の雰囲気が

感じられます。名前の由来は、 

「鐙の製作者の子孫が住んでいたから」（『江戸志』）や、 

その形が「鐙に似ている」ということから名付けられたなどといわれている。 

 

※鐙…馬に乗る者が足をかけて身体の安定を保つためのもので，〈あしふみ〉からきた名称。 

 

５）金魚坂 

・金魚坂は道の途中にあるとても細い坂

ですが、 

カフェも経営しているため 

分かりやすいと感じました。 

お店に入ると、いたるところが金魚だら

けでした。 

小さい金魚やとても大きい金魚と種類が

とても豊富でした。 

 

本郷三丁目駅から徒歩 2 分の販売店と

喫茶店 2 つの顔を持つ金魚坂は金魚や錦鯉などの販売をしているお店で、金魚の老舗です。江戸

期から金魚を売り続けて 350 年、とても長い歴史を持つお店で敷地内には多くの水槽があります。

金魚坂は元々一本気の業者の方以外には金魚を売らないお店でした。ですが、2000 年に池を利用

してゆったりと過ごして気ままに金魚の鑑賞をしてくれたらいいなという思いで、オープンしま

した。 

 

第 3 節 赤門とは 

1)御守殿 

 御守（主）殿門のことをいう。江戸時代、大名家に嫁した将軍家の子女、あるいはその居住する

奥御殿を御守殿あるいは御住居と称し、その御殿の門を丹塗りにしたところから俗に赤門とよば

れた。東京大学の代名詞となった東京都文京区本郷の赤門は現存する唯一のものである。ここは
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もと加賀金沢前田家の上屋敷であり、1827 年（文政 10）に 11 代将軍徳川家斉の女 溶姫が 13

代藩主前田斉泰に輿入れをする際、その前年に正門（黒門）の南部に造営され、このとき門前の

町家が引き払われた。門構えは、中央に切妻造本瓦葺きの薬医門があり、その左右には繋ぎ塀に

接して唐破風造の番所が置かれていた。1877 年（明治 10）東京大学に移管され、1961 年（昭和

36）に解体修理が行われた。現在は国の重要文化財に指定されている。 

2)赤門派 

東京大学の出身者。また、その関係者。 

明治文壇の一派。明治二八年（一八九五）創刊の東京帝国大学文科関係者による文学雑誌「帝

国文学」誌上で活躍した、高山樗牛、大町桂月、姉崎嘲風、土井晩翠、上田敏ら赤門出の詩人や

評論家たちを世人が呼んだもの。 

*メモ 

観光客にも人気のフォトスポットとなっている。この門を潜れば誰でもプチ東大生気分を味わ

うことができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

赤門                     赤門前看板 

 

第 4 節宮沢賢治の東京(本郷) 

1) 本郷菊坂町～宮沢賢治旧居跡～ 

大正 10（1921）年、宮沢賢治 25 歳。父・政次郎と信仰のことでもめていた賢治は、着の身着

のまま家を飛び出す。法華経の修養にはげみ、父の入信を得るために、1 月 23 日午後 5 時 12 分

発の夜行列車に乗って、一路東京へ向かう。  

 上野に到着した賢治は、下谷鴬谷の国柱会（法華経の団体）を訪ねるが、そこに住み込みで働

く望みはかなわず、本郷區菊坂 75 番地（現・本郷 4-35-4）の稲垣方に下宿することになる。下

宿近くの東大赤門前にある印刷所・文信社で謄写 版（ガリ版）の筆耕や校正などの仕事をして働

きながら、国柱会の奉仕活動や上野での街頭布教を行った。これらの活動と平行して童話･詩歌の

創作に専念し、1 日 300 枚の割合で原稿を書いたといわれている。童話集『注文の多い料理店』

に収められた｢かしわばやしの夜｣、｢どんぐりと山猫｣などの主な作品はここで描かれた。 
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 同年 8 月には、妹トシの病気の知らせで花巻へ戻る。そしてその時、本郷の地で執筆したたく

さんの原稿を大きなトランクに積み込んで帰郷するのだった。細い路地に掘抜井戸があり、菜食

主義者で自炊した賢治が使用したと考えられる 

※国柱会（こくちゅ

うかい・國柱會） 

元日蓮宗僧侶・田中智

学によって創設された、

法華宗系在家仏教団体。 

純正日蓮主義を奉じる

右派として知られる 

 

旧居跡看板 

 

 

 

 

 

2)宮沢賢治 

(1896-1963)詩人、童話作家、農芸化学者。農村指導者、宗教思想家。明治 29 年 8 月 27 日岩

手県稗貫郡花巻町に、父政次郎（1874―1957 質・古着商）、母イチ（1877―1963）の長男として

生まれ、父祖伝来の濃密な仏教信仰のなかで育った。 

盛岡中学校に入学、2 年のころから短歌制作を開始。しだいに学業等閑視、山野跋渉や、哲学

書、宗教書を耽読するようになった。5 年のとき寮監排斥運動に加担したとして退寮させられた

ころから急速に成績低下するが、これには家業を継ぐことへの嫌忌なども影響していた。1914 年

（大正 3）盛岡中学を卒業、肥厚性鼻炎手術のため入院。この秋、島地大等編『漢和対照 妙法

蓮華経』を読んで激しく感動、父から進学許可を得て心機一転受験勉強に励み、翌 1915 年盛岡高

等農林学校農学科第二部に首席入学。高農在学中は片山正夫『化学本論』を座右の書として勉学

に励む一方、短歌にも新境地を開き、学内同人誌『アザリア』や『校友会会報』に連作短歌や詩

的散文を次々に発表した。1918 年、得業論文「腐植質中ノ無機成分ノ植物ニ対スル価値」を提出

して卒業。さらに研究生として稗貫郡土性調査に従事するが、このとき肋膜炎にかかる。この夏、

『蜘蛛となめくじと狸』『双子の星』などの童話を書き始めた。 

1920 年、田中智学の国柱会に入会、父にも改宗を迫るがいれられず、翌 1921 年 1 月に突如無

断上京、本郷菊坂町に下宿して筆耕をしながら、布教活動等に加わり、夜は猛然と童話を多作し

た。しかし夏、妹病気の報に帰郷、12 月から稗貫農学校（のち花巻農学校）教諭となり、以後 4

年余、教壇に立つ。この間、口語詩の制作を開始、地元の新聞や同人誌に詩や童話を発表し始め
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る。1924 年に詩集『春と修羅』、童話集『注文の多い料理店』を刊行。また、農学校生徒を指揮

して自作の劇『飢餓陣営』ほかを毎年のように上演した。 

1926 年 3 月で農学校を退職、下根子桜に独居自炊して開墾、青年たちを集めて羅須地人協会を

つくり、農芸化学や農民芸術論を講じたり、レコード鑑賞、合奏練習などの文化活動を開始した

りするが、官憲に目をつけられ、賢治自身の病気(過労)などのために活動は挫折。 

1931 年（昭和 6）ごろやや病状回復、東北砕石工場技師となって石灰の宣伝販売に奔走するが、

無理がたたってふたたび病床の身(急性肺炎)となり、昭和 8 年 9 月 21 日に病死した。 晩年は詩

や童話の旧作の推敲、改稿、改作に没頭、多くの文語詩を制作・清書した。没後 1 年で早くも三

巻本の『宮沢賢治全集』（1934～1935・文圃堂）が刊行され、実弟の清六（1904―2001）、詩人の

草野心平、高村光太郎らの尽力もあって、宮沢賢治の人と作品は急速に世に知られるようになっ

た。童話では『風の又三郎』『銀河鉄道の夜』、詩では『永訣の朝』、メモ『雨ニモマケズ』などが

著名である。花巻市に宮沢賢治記念館がある。 

 

3)宮沢賢治年表 

明治 29 年(1896 年)0 歳 誕生。父は政二郎、母はイチ 

明治 36 年(1903 年)7 歳 花巻川口尋常高等小学校入学。 

明治 39 年（1906）10 歳 鉱物・昆虫採集、標本作りに熱中（小学 4 年生）。 

明治 42 年（1909）13 歳 4 月 5 日 

受験のため母と盛岡市紺屋町三島屋旅館に宿泊。盛岡

中学校入学。父に伴われて寄宿舎・自彊寮に入る。招

魂社（現・盛岡八幡宮）参拝。 

明治 44 年（1911）15 歳 5 月 15

日 
小岩井農場へ遠足。この年から短歌の制作を開始。 

大正元年（1912）16 歳 11 月 3 日 『歎異抄』を読み、感動する。 

大正 2 年（1913）17 歳 3 月 12 日 舎監排斥運動で寮を追われ、清養院へ下宿。 

大正 3 年（1914）18 歳 3 月 23 日 盛岡中学校卒業（第 28 回生）。 

大正 3 年（1914）18 歳 4 月中旬 
肥厚性鼻炎手術のため岩手病院に入院（5 月中旬退

院）。 

大正 4 年（1915）19 歳 4 月 6 日 
盛岡高等農林学校入学（農学科第二部）。寄宿舎に入

る（土曜午後、日曜日は盛岡郊外を散策）。 

大正 5 年（1916）20 歳 3 月 修学旅行で東京、京都、奈良、大阪、大津へ。 

大正 6 年（1917）21 歳 4 月 2 日 下の橋際の玉井郷方家に弟・清六と下宿。 

大正 6 年（1917）21 歳 7 月 1 日 
同人誌『アザリア』創刊（「ちゃんがちゃがうまこ」

8 首発表）。 

大正 7 年（1918）22 歳 4 月 1 日 盛岡高等農林学校卒業・研究生となる。童話を書き、
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弟妹に聞かせる。 

大正 9 年（1920）24 歳 5 月 20 日 盛岡高等農林学校研究生修了。 

大正 10 年（1921）25 歳 1 月 23

日 

突然上京。8 月中旬、妹・トシの病の知らせを聞いて

再び花巻へ戻る。 

大正 11 年 26 歳（1922） 
花巻にて稗貫農学校（県立花巻農学校の前身）教諭と

なる。 

大正 11 年 26 歳（1922）11 月 27 日 妹・トシ永眠。 

大正 12 年 27 歳（1923）7 月 31

日 

生徒の就職依頼のため青森・北海道経由で樺太旅行に

出発。 

大正 13 年 28 歳（1924）4 月 20

日 
心象スケッチ『春と修羅』自費出版。 

大正 13 年 28 歳（1924）12 月 1

日 

イーハトーヴ童話集『注文の多い料理店』東京光原社

より出版。 

大正 15 年 30 歳（1926）3 月 31

日 

病床で童話や詩の推敲花巻農学校を依願退職し、花巻

市下根子桜で農耕自炊の生活を始める。羅須地人協会

を設立。若い農民たちに農学や芸術論を講義し、無料

で肥料設計を行うなどの活動をした。羅須地人協会の

置かれた別荘は現在、花巻農業高校敷地の一角に移築

され、別荘跡地には「雨ニモマケズ」の詩碑が建ち、

胡四王山中腹には宮沢賢治記念館が設立されている。 

昭和 3 年 32 歳（1928）12 月 急性肺炎のため自宅療養。 

昭和 6 年 35 歳（1931）2 月 
東北砕石工場技師となる。石灰肥料の営業で盛岡を精

力的に回る。 

昭和 6 年 35 歳（1931）11 月 3 日 「雨ニモマケズ」を手帳に書く。 

昭和 7 年 36 歳（1932）3 月 10 日 童話『グスコーブドリの伝記』発表。 

昭和 8 年 37 歳（1933） 病床で童話や詩の推敲を続ける。 

昭和 8 年 37 歳（1933）9 月 21 日 
37 歳、午後 1 時 30 分永眠。国訳妙法蓮華経 1000 部

を知友に贈るようにと父へ遺言。 

 

参考文献 

 "赤門", 日本大百科全書（ニッポニカ）, JapanKnowledge, https://japanknowledge.com , (参

照 2018-07-13) 

 "あかもん‐は【赤門派】", 日本国語大辞典, JapanKnowledge, https://japanknowledge.com , 

(参照 2018-07-20) 
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 "はなまきし【花巻市】岩手県", 日本歴史地名大系, JapanKnowledge, 

https://japanknowledge.com , (参照 2018-07-20) 

 児童文学散歩  本郷・菊坂町の宮沢賢治の足跡をたどる  児童文学散歩ミニガイド

http://www.mars.dti.ne.jp/~ginka/sanpo/Sanpo_kengi.html 

 "みやざわけんじ【宮沢賢治】", 国史大辞典, JapanKnowledge, 

https://japanknowledge-com.jras.jissen.ac.jp , (参照 2018-07-22) 

 "宮沢賢治", 日本大百科全書（ニッポニカ）, JapanKnowledge, 

https://japanknowledge-com.jras.jissen.ac.jp , (参照 2018-07-22) 

 

 

（文責 大髙成美、橋本なつみ） 
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第 5 章 東大から不忍池 

第 1 節 もう一匹のハチ公（上野英三郎） 

 １）ハチ公 

ハチは 1923 年（大正 12 年）11 月 10 日、秋田県北秋田郡二井田村（現・大館市）大子内の斉

藤義一宅で誕生した。 

東京帝国大学農学部で教授を務めていた上野は秋田犬の仔犬を飼いたいとの希望があり、ハチ

は世間瀬という人物によって上野のもとへ届けられることになった。ハチの価格は 30 円（当時）。 

上野の居宅は、東京府豊多摩郡渋谷町大字中渋谷字大向 834 番地（現:渋谷区松濤一丁目付近）

にあった。 

ハチを飼い始めて 1 年余りが経った 1925 年（大正 14 年）5 月 21 日、主人・上野は農学部教

授会会議の後に脳溢血で倒れ、急死してしまう。ハチは、この後 3 日間は何も食べなかった。同

25 日には故主・上野の通夜が行われたが、その日もハチは、ジョンと S と一緒に上野を渋谷駅ま

で迎えに行っていたという。 

ハチが代々木富ケ谷の小林宅に移ったのは上野が死亡してから 2 年余りがたった 1927 年（昭

和 2 年）秋のことであったが、この頃から渋谷駅で、上野が帰宅していた時間にハチが頻繁に目

撃されるようになった。ハチは小林にもねんごろに愛育されていたのにもかかわらず、渋谷駅を

訪れては道行く人々を見、食事のために小林宅に戻ってはまた渋谷駅に向かうということを繰り

返していた。ハチが渋谷駅を訪れる際には、途中の渋谷大向にある旧上野邸に必ず立ち寄って、

窓から中を覗いていたという。 

渋谷駅前に現れ故主を待つようになったハチは、通行人や商売人からしばしば虐待を受けたり、

子供の悪戯の対象となっていた。 

一方、上野を迎えに渋谷駅に通うハチのことを知っていた日本犬保存会初代会長・斎藤弘吉は

1932 年（昭和 7 年）、渋谷駅周辺で邪険に扱われているハチを哀れみ、ハチの事を新聞に寄稿し

た。これは東京朝日新聞に、「いとしや老犬物語」というタイトルで掲載され、その内容は人々の

心を打った。ハチについては翌 1933 年（昭和 8 年）にも新聞報道され、さらに広く知られるよ

うになり、有名となったハチは「ハチ公」と呼ばれかわいがられるようになる。 

上野が死去してから 10 年近くが経った 1935 年（昭和 10 年）3 月 8 日午前 6 時過ぎ、ハチは

渋谷川に架かる稲荷橋付近、滝沢酒店北側路地の入口で死んでいるのを発見された。ここは渋谷

駅の反対側で、普段はハチが行かない場所であった。現在の渋谷警察署向かいの本屋の隣にある

橋である。 

ハチの死体が発見されて間もなく、死体の病理解剖が上野の勤務先であった東京帝国大学農学

部において行われた。解剖の結果、ハチの心臓と肝臓には大量のフィラリアが寄生し、それに伴

う腹水が貯留していた。また、胃の中からは焼き鳥のものと思われる串が 3 - 4 本見つかってい

る。 
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解剖後、ハチの剥製が作成されたが、内臓はホルマリンに漬けられて保存された。これら臓器

については、ホルマリン液交換の度にじっくり観察すると腫瘍らしきものが見られることが従来

から認識されていた。組織標本採取の機会に恵まれた 2010 年（平成 22 年）の暮れから精密検査

が行われ、フィラリア症は中程度（決定的致死原因に非ず）であって、心臓に重度の浸潤性癌が、

肺に転移性の癌があることが確認された。この再検査の結果は 2011 年に発表された。 

２）ハチの臓器標本 

現在、東京大学農学資料館（弥生キャンパス農正門入ってすぐ右）に展示されており、フィラ

リアが寄生している様子も観察できる。 

３）ハチの剥製 

ハチの死体は東京帝国大学で病理解剖後、3 月 10 日に東京科学博物館（現在の国立科学博物館）

別館の木工部工作室に届けられ、そこで坂本喜一と内弟子の本田晋によって剥製にされた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハチ公像（渋谷駅）          ハチ公と上野英三郎博士像（東大農学部） 

（出典：Wikipedia およびトリップアドバイザー 2018･05･18） 

 ４）ハチ公と上野英三郎博士像除幕式 

 2015 年 3 月 8 日、ハチ公没後 80 年を記念して、東大農学部内に設置されたハチ公と上野英三

郎博士像の除幕式を行った。 

 ＊豆知識：東大は休日は全ての建物の入り口が閉されるので、トイレを借りることが出来ませ

ん。注意してください。どうしても、という人は、外のコンビニへ。なお、今回のコース中のト

イレ利用可能場所を（コンビニ以外）記しておきます。( )内はおすすめ度 

本郷三丁目駅（丸ノ内線）構内（〇） 

池之端二丁目公衆トイレ（〇） 

不忍池（×） 

文京区教育センター（◎） 
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第 2 節 サトウハチローって誰？ 

 サトウ ハチローは、1903 年（明治 36 年）5 月 23 日、東京生まれ。詩人・童謡の作詞家・作

家。本名は佐藤八郎。旧制早稲田中学校（現早稲田中学校・高等学校）中退。 

詩・小説・随筆等の著作が多々あるが、彼の名を不朽のものにしているのは、作詞家としての

仕事だと言っていい。 

童謡では、「お山の杉の子」「かわいいかくれんぼ」などや、たとえば、  

 

うれしいひなまつり 

あかりをつけましょ ぼんぼりに     

おはなをあげましょ もものはな     

ごにんばやしの ふえたいこ       

きょうはたのしいひなまつり（1 番） 

 

きものをきかえて おびしめて 

きょうはわたしも はれすがた 

はるのやよいの このよきひ 

なによりうれしい ひなまつり（4 番） 

 

ちいさい秋みつけた 

だれかさんがだれかさんが だれかさんがみつけた 

ちいさいあきちいさいあき ちいさいあきみつけた 

めかくしおにさん てのなるほうへ すましたおみみに かすかにしみた 

よんでるくちぶえ もずのこえ 

ちいさいあきちいさいあき ちいさいあきみつけた（1 番）（作曲 中田喜直） 

 

などは、今なお歌い継がれている名曲である。また、歌謡曲では、「二人は若い」「長崎の鐘」「悲

しくてやりきれない」などの他、中日ドラゴンズの初代球団歌「ドラゴンズの歌」などもあるが、

最も有名なのは、 

リンゴの歌  

赤いリンゴに 口びるよせて 

だまってみている 青い空 

リンゴはなんにも 云わないけれど 

リンゴの気持ちは よくわかる 

リンゴ可愛や 可愛やリンゴ（1 番）（作曲 万城目 正 ） 
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であろう。 

 1962 年（昭和 37 年）レコード大賞童謡賞を受賞、1973 年（昭和 48 年）勲三等瑞宝章受章、

同年 11 月 13 日、心臓発作により死去。 

 

第 3 節 弥生時代はなぜ「弥生」なのか 

 1884 年（明治 17 年）3 月 2 日、東京府本郷区向ヶ丘弥生町（現 東京都文京区弥生）の向ヶ

丘貝塚から、貝や縄文式土器とともに、ほぼ完形の壺が出土しました。発見者は東京大学予備門

の学生有坂鉊蔵、東京帝国大学理科大学の学生坪井正五郎・白井光太郎。発見場所の地名をとっ

て「弥生式土器」と呼ばれるようになった。 

 弥生式土器は、縄文式土器に比べ薄くてかたいのが特徴であり、縄文式土器に比べ、高度な焼

成技術によって製作されている。 

 発見地は、都市化が進む中で不明になっていましたが、1974 年（昭和 49 年）、東京大学本郷

キャンパスの一角、工学部 9 号館付近で遺構の一部が確認され、この近辺であろうとされていま

す。 

 写真の「弥生式土器発掘ゆかりの地」は、根津駅から東大方面に上る弥生坂の途中にあります。

ここが発見の地ではありませんが、ゆかりの地として碑が建てられています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考：Wikipedia 2018･07･18） 

 

第 4 節 弥生美術館・竹久夢二美術館 

 １）弥生美術館 

東京都文京区弥生町にある美術館。鹿野琢見が収集した戦前の叙情挿画家高畠華宵および竹久

夢二の作品等の出版美術コレクションを基にしており、高畠の作品をはじめとする明治・大正・

昭和の挿絵画家によるレトロ・浪漫な作品が蒐集・展示されている。企画展が年 4 回（3 か月毎）
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に 1 階および 2 階のフロアで実施されており、3 階フロアは高畠華宵作品の常設展示室となって

いる。 初代館長は竹久不二彦（竹久夢二の次男）が務めていた。   

1990 年には同創設者により隣接する竹久夢二美術館が開設され、夢二作品は同館で展示されて

いる。両美術館は内部に連絡通路があり行き来ができ、入館券で弥生美術館と竹久夢二美術館の

両方を観覧できる。 

２）竹久夢二美術館 

鹿野琢見が収集した竹久夢二作品および関連資料約 3300 点を所蔵し、展示は 1 階および 2 階

の 2 フロアで行われる。年 4 回の企画展を実施している。  

竹久夢二は 1884 年（明治 17 年）9 月 16 日、岡山県邑久郡本庄村（現岡山県瀬戸内市邑久町

本庄）生れ。本名、竹久茂次郎。夢二式美人と呼ばれる独特の画風で挿絵画家等として活躍、ま

た、詩人としては「宵待草」がよく知られている。今回の文学散歩のコースにある「本郷・菊富

士ホテル」にも、一時滞在している。 

1934 年（昭和 9 年）9 月 1 日、死去。49 歳。 

３）基本データ 

開館時間：午前 10 時～午後 5 時（入館時間 4 時 30 分までに） 

休館日：月曜日（祝日の場合、翌火曜日）、展示替え期間中、年末年始 

入館料：一般 900 円／大・高生 800 円／中・小生 400 円 

   （二館併せて見学可能）（20 名以上の団体、100 円割引） 

豆知識：①両美術館には「友の会・賛助会員制度」があります。 

     会費：3000 円（１年分）1 年間有効 4 展覧会分 2 名まで無料 

     展覧会ポスター・『友の会会報』発送（年 4 回）、その他 

    ＊展覧会ポスターは、かなりお得だと思います。それだけでも、3000 円の価値はある

のでは？ 

    ②弥生美術館入り口手前横には「カフェ 港や」があります。夢二が自らデザインし

た小物などを売るために日本橋呉服町に開業した絵草紙屋が、名前の由来です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       散歩実施日の特別展のポスター 

（参考：Wikipedia、弥生美術館・竹久夢二美術館 HP 2018･07･18） 
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第 5 節 不忍池をめぐる 

 上野恩賜公園の中に位置する天然の池。忍ケ丘という地名に由来するといわれている。ちなみ

に、近くにある東大（一高）の寮歌「第一高等学校寮歌（嗚呼玉杯に花うけて）」の一番の歌詞に

「向ヶ丘にそそり立つ」という一節がある。 

 中央に弁才天を祀る弁天島（中之島）があり、蓮池・ボート池・鵜の池、の三つの池がある。 

 文学作品として、森鴎外の「雁」、夏目漱石の「こころ」などが、想起される。 

 

切角安心している父親に、余計な苦労を掛けたくない、それよりは自分を強く、丈夫に見せ

て遣りたいと、努力して話をしているうちに、これまで自分の胸の中
うち

に眠っていた或る物が

醒
せい

覚
かく

したような、これまで人にたよっていた自分が、思い掛けず独立したような気になって、

お玉は不忍の池の畔を、晴やかな顔をして歩いている。（森鴎外「雁」（1911 年～1913 年）

より） 

 

 「雁」では、不忍池で思いがけず殺してしまった雁を隠し持って、無縁坂を（おそらく）鉄門

に向かって上っていくシーンが有名であろう。 

 

こう云っているうちに、三人は四辻を通り過ぎた。巡査は我々の通る横町の左側、交番の

前に立って、茅町を根津の方へ走る人力車を見ていたが、我々には只無意味な一瞥
いちべつ

を投じた

に過ぎなかった。 

「なんだって円錐の立方積なんぞを計算し出したのだ」と、僕は石原に言ったが、それと同

時に僕の目は坂の中程に立って、こっちを見ている女の姿を認めて、僕の心は一種異様な激

動を感じた。僕は池の北の端から引き返す途
みち

すがら、交番の巡査の事を思うよりは、この女

の事を思っていた。なぜだか知らぬが、僕にはこの女が岡田を待ち受けていそうに思われた

のである。果して僕の想像は僕を欺かなかった。女は自分の家よりは二三軒先へ出迎えてい

た。 

 

 漱石の「こころ」では、 

二人は別に行く所もなかったので、竜岡
たつおか

町から池の端へ出て、上野の公園の中へ入りました。

その時彼は例の事件について、突然向うから口を切りました。前後の様子を綜合して考える

と、Ｋはそのために私をわざわざ散歩に引っ張り出したらしいのです。（夏目漱石「こゝろ」

（1914 年）より） 

と書かれている。 

 

 また、弁才天だけでなく、様々な碑が、中之島には建てられている。 
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                        この日は縁日が出ていました。 

（参考：Wikipedia 2018･07･18） 

 

 （文責 棚田輝嘉） 
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第６章 湯島から神田まで 

 第１節 湯島天神  

 １）湯島天神の生い立ち 

通称は湯島天神、正式名称は湯島天満宮である。2000 年 3 月 31 日に改称された。 

東京文京区の神社で、神紋（神社、寺で各々用いられている固有の紋）は「加賀梅鉢紋」。 

亀戸天神社、谷保天満宮とともに関東三大天神の一つである。 

雄略天皇２年（４５８）１月、雄略天皇の勅命により天之手力雄命（あめのたぢからのみこと）

を祀るための神社として創建されたといわれている。 

南北朝時代の正平１０年（１３５５）には文道の大祖として慕っていた住民たちの請願により

菅原道真を合わせて祀った。 

このことから、菅原道真は「学問の神様」として別名「湯島天神」と広く知られている。 

その後歴代の将軍（太田道灌 おおたどうかん、徳川家康、徳川綱吉など）の篤い庇護を受け

現在に至る。 

平成７年（１９９５）には立派な新社殿が造営された。 

 

２） 湯島天神の紋について 

先ほど紹介した加賀梅鉢紋など、梅鉢紋と一口にいってもいろんな形がある。 

この紋章は菅原氏の紋である。他にも前田利家、平賀源内など数々の有名人が梅に関係する紋

を使っている。 

 

 

梅鉢紋の「鉢」の由来は家紋の中央が太鼓のバチのように見えたからだそう。 

ちなみに、下の画像は湯島天神の門に彫られている紋である。 
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３） 湯島天神に祀られている２人の神様 

１：天之手力雄命（あめのたぢからのみこと）について 

地主神（その土地を守る神様）。 

日本神話で活躍していて、天照大神の話「岩戸隠れ」の中で閉じこもってしまった天照大神（太

陽神・伊勢神宮）を天岩戸の外へ引き出した神様。 

天岩戸を開けたとき岩戸の扉を放り投げたとされる。 

最も腕力の強い神様で、スポーツの神様。 

ご利益：技芸上達・スポーツ向上・家内安全・五穀豊穣・開運厄除け 

 

２：菅原道真について 

８４５年に生まれた平安時代の貴族。学者・漢詩人・政治家でもあり、醍醐天皇に信頼されて

右大臣へ昇格。文学に優れ 33 歳で文章博士に。また、８９４年に遣唐使の中止を提案したことで

も有名。しかし、左大臣藤原時平のたくらみ（天皇に「道真が醍醐天皇の弟を天皇にしようとし

ている」と言った）により家族とともに九州大宰府へ流された。 

９０４年大宰府で亡くなり、現在の太宰府天満宮に葬られる。 

道真の死後、災いが（豪雨・雷などの災害・疾病による時平や身内の突然死。都は大混乱に陥

ったという）起こったため、朝廷を祟ったのでは？という話を恐れた人々によって全国に天満宮

が作られる。 

 

４） 湯島天神境内の説明 

境内の一部を紹介する。 

① 撫で牛 

撫で牛とはうずくまった牛をかたどった像。 

「自分の体の悪いところを撫でてから、牛の像の同じ部分を撫でると病気が治る」と、されて

いる。 

撫で牛の信仰は撫で物（なでもの）というお祓いから生まれた。 

人についた穢れ（不浄な状態）を物（布・人形など）に移して、わが身代わりとして人を清め

るお祓い。 
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さらに無病息災、出世、開運にもご利益があるとされた。 

そのため、張子や陶器でできたものも流行ったという。 

牛は天神様、大黒様、牛頭天王（須佐之男命：スサノオノミコト）の使いとされる動物だった。 

 

道真公は承和１２年６月２５日乙丑（きのとうし）の年生まれ、延喜３年２月２５日の丑の日

に亡くなった。 

また、菅原道真自身遺言を残していて、「『自分の遺骸を牛に乗せて人に引かせず、その牛のと

どまるところにとどめよ」とあり、その牛は東へと歩き安楽寺四堂のほとりで動かなくなったた

め、そこをお墓にした』」と、かかれている。 

このように菅原道真と牛とは関わりが多くあり、いかに道真公が牛を慈しんできたかがわかる。 

     

② 表鳥居  

１６７７年（寛政７）９月に建てられた青銅製の鳥居。 

東京都の指定有形文化財となっている。 

珍しい形で脚の下部分に唐獅子の頭部が装飾されている。 

 

③ 迷子探しの奇縁氷人石（きえんひょうじんせき） 

氷人石と呼ばれている。石柱の右には「たつぬるかた」左には「をしふるかた」１８５０年（嘉

永３年）に江戸で初めて建てられた迷子の伝言板のようなもの。 

江戸では人口が密集していたため、迷子が多かった。 

それに備えるために、名前・住所の記された「迷子札」を提げた。 

しかし、持っていない子もいたため迷子を出した親に自分の迷子を見つけた方がその子の名・

背格好・特徴などを紙に書き迷子札に貼ったそう。 

これはかなり効果があったようだ。 

 

５） 梅の名所 湯島天神 

江戸時代から「梅の名所」としてたくさんの人に親しまれている。 

菅原道真の愛した「白加賀」「月影」「豊後梅」「寒紅梅」などの梅が約 300 本植えられている。 

戦略により九州太宰府に左遷されてしまったとき、京都を離れる際に梅の木に向かって 
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東風（こち）ふかば 匂いおこせよ 梅の花 主なしとて 春を忘るな 

（春になって東風が吹いたなら、その風に託して太宰府へ香りを送ってくれ）、梅の花よ。 

主人のこの私がいないからといって、咲く花を忘れるな。） 

 

という歌を詠んだというくらいに道真公は梅をこよなく愛していたようだ。 

また、湯島の梅は歌にもなっていて、「湯島の白梅（１９４２年）」という歌が戦中時に大ヒット

した。 

 

【歌詞内容】 

 

湯島通れば思い出す 

お蔦 主税の心意気 

知るや白梅 玉垣に         

のこる二人の 影法師 

 

忘れられよか 筒井筒 

岸の柳の 縁むすび 

かたい契りを 義理ゆえに 

水に流すも江戸育ち 

 

青い瓦斯灯 境内を 

出れば本郷 切通し 

あかぬ別れの 中空に 

鐘は墨絵の 上野山 

（歌ねっとから引用 http://sp.uta-net.com>song ） 

 

この歌の元になっている小説があるのだが、７）で紹介している。 

境内で２月に行われる「梅祭り」には約４５万人の参詣客が訪れ賑わうそう。 
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６） 湯島天神の行事 

一部だけをとりあげた。 

【１月 初天神祭（うそ替え祭り）】 

古来より、天神様とゆかりのある鳥「鷽（うそ）」 

日常の中で私たちが知らないうちに使っている「嘘」を、天神様の「まこと」に替えてもらい

正しい幸運を招く意味から初天神の１月２５日に、この鷽鳥を木彫りにした「鷽」を新しい「鷽」

に取り替える神事。 

もともとは、神棚に供えておいた「鷽」を「替えましょう、替えましょう」と呼びかけて、手

から手へと替えていき凶事をうそにして、幸運に替えることを念願して江戸時代はじめから行わ

れていたと伝えられているらしい。 

これは、亀戸天満宮でも行われている。太宰府天満宮にも縁があるらしい。 

 

 

 

７） 泉鏡花と湯島天神 

湯島天神は泉鏡花作の新派の名作『婦系図』の舞台としても有名。 

境内には新派の記念碑や鏡花の筆塚がある。 
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婦系図：悲恋の長編小説で明治 40 年「やまと新聞」に載り、翌年には春陽堂から出版される。 

内容：主人公の早瀬主税(ちから)は少年掏摸(スリ)だった頃ドイツ語学者の酒井俊蔵に拾われ弟

子として学者になる。 

後に主税は芸者あがりの女「お蔦」と所帯を秘密で持つのだが、師の反対で二人は別れること

になる・・・。 

その時代の婚姻制度がよくわかる話である。 

実は実生活での鏡花も神楽坂の芸者「桃太郎」と同居していたという。 

後に結婚したが、師である尾崎紅葉から反対された経験がこの作品に反映されているといわれて

いる。 

また、この作品の有名なシーンは主税が湯島境内で別れを切り出す所である。(原作にはこの

シーンはない。柳川春葉が舞台用の脚本で湯島境内での別れのシーンを使ったという。) 

特に有名なセリフ 

 

「切れるの別れるのって、そんなことは芸者の時に言うものよ。 

私にゃ死ねと言って下さい。」 

鏡花自身もこの台詞はかなり気に入っていたらしい。 

 

泉鏡花(男性)：本名 泉 鏡太郎 

明治後期～昭和初期 

尾崎紅葉の弟子。作品は「夜行巡査」・「外科室」・「高野聖」・「婦系図」 

 

余談ではあるが、もう一人湯島天神に少し関係のある人物を紹介する。 

 

石川啄木：湯島天満宮の敷地に沿った切通し坂という急な坂道がある。 

この坂を彼は通勤路として通っていた。そのころの啄木は本郷弓町の喜之床の二階を間借りし

て、一家五人を養うため朝日新聞社に勤務していて夜勤もしていたらしい。 

ただその時間には電車が終わっているので神社の石垣づたいに帰路をを急いでいたようだ。 
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啄木はどんな気持ちでこの道を通っていたのだろうか・・・。 
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８） 赤注釈の説明 

雄略天皇：大化の改新（645 年）以前の天皇 

太田道灌：おおたどうかん。1432 年に生まれる。室町時代後期の武将。江戸城を築城したことで

有名である。扇谷上杉家の家来。「山吹伝説」でも有名。 

有楽町東京国際フォーラムに銅像があるそうだ。 

 

「山吹伝説」： 

ある日、道灌が鷹狩りに出てにわか雨にあったのでみすぼらしい家に駆け込んだ。 

「にわか雨にあってしまった、蓑を貸してもらえないか」と声をかけると、幼い少女がでてき

た。少女が差し出したのは蓑ではなく一輪の山吹の花だった。 

花の意味がわからず道灌は「花がほしいのではない」と怒り、帰ってしまった。 

 

その夜、このことを語ると近臣の一人が「『後拾遺集』に後醍醐天皇の皇子が詠まれたもので

『七重八重桜は吹けども山吹のみ(実)のひとつだにぞかなしき』（七重八重にあでやかに花は咲

くけれども、山吹には実一つさえもないのが不思議なことです。わが家には、お貸しできる蓑一

つさえないのです。＊レファレンス協同データベース引用）という歌があり、その娘は蓑一つな

い貧しさを山吹に例えたのではないか・・・。」といった。 

道灌は己の不明を恥じて、この日を境に歌道に精進するようになったという。 

 

この話は東京都豊島区高田など伝承地がいくつかあるようだ。 

「道灌」落語にもなっていて家にいた少女「紅皿」を江戸城に呼び和歌の友とした・・・など

の小話があったようだ。 

 

 

新派：「新派劇」の略。演劇においてはそのジャンルの一つ。その時代の世の中の様子や風俗・

人情などを題材にした大衆的な現代劇である。 

明治時代中期 1888 年、自由党壮士角藤定憲（政治活動家）を中心に大阪で結成された「大日

本壮士改良演劇会」がもとといわれている。 

1891 年に立ち上げた川上音二郎一座が人気となり「壮士芝居」「書生芝居」と呼ばれ地位を固
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めていく。1900 年頃になると歌舞伎など古典芸能を「旧派」、壮士芝居を「新派」と呼ぶように

なり、現在に至る。 

泉鏡花「婦系図」、尾崎紅葉「金色夜叉」徳富蘆花「不如帰（ほととぎす）」の三大通俗小説を

舞台化し、新派悲劇と呼ばれる代表演目になった。 

家庭の話を中心にかいた作品が多いため、女性が中心になることも多く男性のみで演じられる

歌舞伎とは異なり、女優が活躍するのも特徴。 

 

湯島天神の新派記念碑は新派劇創立 90 年を迎えた昭和 52 年 11 月 1 日松竹株式会社と大正時

代に新派を旗上げした水谷八重子氏により、新橋演舞場玄関脇に建てられたものを演舞場改築に

あたり湯島天神への境内へと移った。 

 

今の「劇団新派」としての隆盛を見た先人たちの苦学をしのび、今後の精進を誓うべく記念碑

が建てられた。 

 

 第 2 節 神田明神 

１）神田明神の生い立ち 

正式名称は神田神社、730 年出雲氏族で大己貴神（おおむなちのかみ：大国主命の別名）の子

孫・真神田臣（まかんだおみ）により武蔵野国豊島郡芝崎村に創られた。 

天慶の乱（平将門の乱）で活躍した平将門公を葬った塚の周辺で天変地異が頻発。 

将門公の御神威だと人々が恐れたため、時宗の遊行僧（ゆぎょうそう）である真教上人が手厚

く慰め、（延喜 2 年）1309 年に祭祀。 

 

戦国時代になると、太田道灌や北条氏綱という武将により崇敬される。 

1600 年関ヶ原の戦いが起こると、徳川家康が合戦に挑む際に戦勝のご祈祷を行った。 

9 月 15 日、神田祭の日に見事勝利し天下統一を果たした。 

これ以降、家康家より縁起のよい祭礼として絶やさず行うように命じたという。 

 

元和 1616 年、今現在の場所へと移され幕府により社殿が造営された。 

以後、江戸時代を通じて、「江戸総鎮寺」として篤く崇敬を受ける。 

 

明治時代には社名を神田明神から神田神社へ改称。 

東京の守護神として「准勅祭社（じゅんちょくさいしゃ）」「東京府社」に定められる。 

1847 年には明治天皇御参拝になった。 
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大正 12 年（1923）関東大震災により江戸期の社殿が焼失したが、東京の人々によりすぐ復興

の計画。昭和 9 年には鉄筋コンクリートを用い社殿の再建。 

昭和 10 年後半からは第二次世界大戦に突入し、多くの建造物がなくなったが一部は戦災を耐

え抜いた。 

その後再建が進められ、「平成の御造替事業」が行われ社殿の修復などがなされていく。 

平成 17 年、神札授与式、参拝者控え所、休憩所を兼ね備えた鳳凰殿、氏子英霊をお祀りする祖霊

社などが建立された。 

    

２） 神田明神の神様 

神田明神には三人の神様が祀られている。 

 

一之神：大己貴命（おおなむちのみこと） 

大黒様。縁結びの神様で 730 年に鎮座した。 

国土開発、殖産、医薬、医療に力を発揮、国土経営や夫婦和合の力もある。 

祖霊が存在する世界、幽冥（かくりよ）を守る神様でもある。 

島根の古社である出雲大社のご祭神である。 

 

 

二之神： 少彦名命（すくなひこなのみこと） 

恵比寿様。商売繁盛の神。 
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また、医薬健康・開運招福の神様でもある。 

日本に最初に生まれた神様の一人で大海の彼方、常世の国から来た。 

手のひらに乗るほど小さい姿をしている。 

知恵に優れ、大黒様と日本の国作りをしたといわれている。 

 

三之神： 平将門の命 

将門様。除災厄除の神。1309 年に祀られる。 

1874 年に一時摂社・将門神社に移されたが、再び祀られる。 

天慶の乱（平将門の乱）で活躍。 

逸話、伝説も数々ある。 

武士の魁（さきがけ）といわれ、関東の所領から産出される豊富な馬を利用した騎馬隊を駆使

して、反りを持った最初の日本刀をつくらせたといわれる。 

「小烏丸」は反りを持つ最古の刀で、ちょうど彼の活躍していた時代のものではないかといわ

れている。 

・不死身伝説・・・「鋼鉄の身体を持ち、七人の影武者を宿す」将門公には七人影武者がいた

とされる。本物は咀嚼の時こめかみが動くといわれた。 

 

 

【平将門の乱】 

将門は 15～16 歳の頃に上京し、中間官人となる。 

父の良将が亡くなったため下総へ帰郷すると、父の持っていた土地（所領）の多くが伯父・国

香や良兼によって横取りされていた。 

怒った将門は下総国豊田を本拠とし勢力を広げていく。 

 

その後、上野国（こうずけのくに）を占領したときに将門の陣営に、八幡大菩薩の使いと称す

る巫女が現れ、「八幡大菩薩は平将門に天皇の位を授け奉る」と託宣すると、将門はそれを以て「新

皇」と称したという。 

将門の勢いはものすごく、武蔵野国・相模国などの国々も従えて遂に関東全域を手中に収めた。 

この謀反の報はすぐ京にもたらされ、朝廷は驚愕するとともに諸社諸寺に調伏の祈祷（将門の呪

殺）が命じられた。 

また、「将門を討った者は身分を問わず貴族とする」という「太政官符」を全国各地に配布し

た。 

天慶 3 年（940 年）将門を倒すため追討軍が京を出た。 

そのころ将門は下総の本拠へ戻っていたが、まもなく追討のために平貞盛が下野国押領使の藤

原秀郷と力を合わせ、兵を集めていると報告が入る。 
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将門の元には兵が 1000 人足らず、しかし向こうは 4000．それでも出陣し連合軍と将門の合戦

が始まる。 

最初は南風（春一番）が吹いていたため風を負い矢戦を優位に展開していた。（このころの合

戦は矢を用いているからか風の向きにより優位になるか変わるらしい） 

しかし将門が勝ち誇って自陣に引き上げる最中に急に北風にになり、反撃される。 

奮闘するが何処からか飛んできた矢が将門の額に命中し、その瞬間に首をはねられた。 

首は勢いよく飛び立ち、現在の東京の大手町に落ちたという。 

（また、将門の胴体は首を追いかけていき、途中で力尽きた場所が神田明神だとも） 

将門の死により軍は鎮圧され関東独立国は二ヶ月で瓦解。 

 

３）将門公の祟り 首塚の話 

平将門の乱の後、首は京へと持ち帰られ晒し首にされた。 

しかし将門の首は何ヶ月たっても腐らず、生きているかのように目を見開き、夜な夜な「斬ら

れた私の五体はどこにあるのか。ここに来い。首をつないでもう一戦しよう」と叫びつつ続けた

ため皆恐怖した。 

これを歌人を藤六左近が見て「将門は こめかみよりぞ 斬られける 俵藤太が はかりごと

にて」と歌を詠み上げると、将門はカラカラと笑い、朽ち果ててたという（他に将門の首は胴体

を求めて関東を目指して空高く飛び去ったなど諸説あり） 

この首を祀っているのが首塚である。 

 

４）銭形平次と神田明神 

神田明神には銭形平次の碑がある。 

「銭形平次捕物控」という作品の登場人物である。 

神田明神下に住んでいる岡っ引きの平次が子分の八五郎とともに、投げ銭（寛永通宝）と推理

力を使って事件を解決する時代劇作品。 

     

  



  本郷・不忍池・神田文学散歩 

64 

 

５）境内の紹介 

獅子山：千代田区指定有形文化財である。 

能の出し物『石橋（しゃっきょう）』にちなんで、親獅子が子獅子を谷底に突き落とし、這い

上がってきた子を我が子とする内容を造形したものである。 

   

 

国学発祥の地：国学を江戸時代に始めた荷田春満が初めて教える場所を開いた所にある。 

碑は有名な国学者、春満・賀茂真淵などによる国学の発祥を記念として建てられた。 

   

 

６）行事について 

1 月：歳旦祭・だいこく祭・寒中禊がまん大会・神楽はじめ  

2 月：紀元祭 

4 月：健育祭・祈年祭（としごえのまつり） 

5 月：献茶式・明神能・例大祭 

6 月：夏越え大祓式 
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7 月：大祓形式流却神事・七夕祭 

8 月：納涼祭 

9 月：将門塚礼祭 

11 月：新嘗祭 

12 月：除災大祓式 

７）赤字説明 

時宗：一遍上人を宗祖とし、真教上人を二祖として両祖の教えを元にした浄土教の一流で「南無

阿弥陀仏」を唱える。 

真教上人：一遍上人の意思を継ぐ「真の後継者」。別名他阿・たあ 

次々と布教のため遊行をした。時宗の僧である。 

遊行：仏教の僧侶が布教や修行のため各地を巡り歩くこと。（空海や行基は遊行僧である。） 

北条氏綱：戦国大名 

北条早雲の後を継ぎ、領国を拡大した。 

有名なのは名言。『勝って兜の緒を締めよ 人の命わずか間なれば、むさき心の底、ゆめゆめ、

あるべからず。義を専らに守るべし。天運尽き果て滅亡を致すとも、義理に違えまじきと心得な

ば、末世に後ろ指ささるる恥辱はあるまじく候。無道の働きをもって名利を得た者は天別を避け

ることはできない。』 

准勅祭社：祭祀に際して天皇により勅使が使わされる神社のこと 

東京府社：東京都の旧府社に鎮座しているものの中で、近代社格（明治期から第二次世界大戦終

結まで使われていた、日本人神社の社格を表すものの総称。東京・大阪・京都では府社、それ以

外は県社と呼ばれている。）で府社に指定されたもの 

富岡八幡宮・亀戸天神社・湯島天満宮など 

平貞盛：平安中期の武士で鎮守府将軍。藤原秀郷とともに父を殺した平将門を討った。 

藤原秀郷：当時関東最強の武士（別名：俵藤太）近江三上山の百足退治の伝説の有名。 

 

第 3 節 湯島聖堂 

１） 湯島聖堂の生い立ち 

幕府儒臣・林羅山の邸内に設けられた孔子廟（先聖堂）を元禄 3 年（1690）五代将軍綱吉が、

ここに移し、先聖堂を大成堂と改称して孔子廟の規模を拡大・整頓し官学の府としたのが始まり。 
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このとき、大成殿と附属の建造物を総称して「聖堂」と呼ぶように。 

寛政 9 年（1797）11 代家斉のとき規模拡大、「昌平坂学問所」を開設した。 

このときの設定にはかつて朱舜水という水戸徳川光圀のとこ仕えていた中国朝の遺臣が制作

した孔子廟の型が参考にされたようだ。 

今までのものと異なる黒漆塗り。 

大正 11 年（1922）国の史跡に指定されたが、現在は、大正 12 年（1923）9 月 1 日の関東大震

災によりほとんどが焼失。 

これを斯文会が復興計画し、昭和 10 年（1935）で再建。 

祀られている孔子像は朱舜水亡命時に携えてきたものが大正天皇に献上されていたものを下

賜されたものである。 

２） 日本の教育機関に携わる湯島聖堂 

日本で最初の博物館（現在の東京国立博物館）が置かれ、1872 年には東京師範学校（後の筑波

大学）、日本初の図書館も置かれる。 

7 年（1874）年東京女子師範学校（後のお茶の水女子大学）が設置され高等師範学校へ昇格し

て発展していった。 

近代教育発祥地として名誉をになっていった。 

今もさまざまな講座を行っている。 

３） 湯島聖堂の境内について 

・かいの木 

孔子ゆかりの「楷樹」がある。 

学名では「とねりばはぜのき」ウルシ科植物 

曲阜にある孔子の墓所に植えられている木。 

枝や葉が整然としているので書道でいう楷書の語源となったとも言われる。 

大正 4 年林学博士白澤保美氏が種子を持ち帰り、東京目黒 農商務省林業試験場で苗に仕立て

たのがはじめ。 

特に湯島聖堂のものは曲阜の樹の正子にあたる聖木である。 

 

・大成殿 

孔子廟の正殿の名称 

中央に孔子像 左右に四配として孟子・顔子・曽氏・子思の四賢人を祀っている。 

また大成殿の屋根に注目すると、屋根のあちこちに孔子のような聖人の徳を感じて姿を現すと

いう「聖獣・霊獣」たちの姿がある。 

 

・孔子銅像 

高さ 4,5ｍ重量およそ 1,5 トン 
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975 年（昭和 50）中華民国台北ライオンズクラブからの寄贈。 

世界で一番背の高い孔子像 

４）行事について 

一部のみ紹介する。 

1 月 正月特別参観さらに元旦素読初めと呼ばれるものがある。 

4 月 孔子祭：大学教授を呼び「論語」を読む。 

5 月 鍼灸祭：教授を呼び学術・文化についての講座など。これは鍼師神戸源蔵氏の発案と世話

人尽力により浅草の伝法院で行われていた。 

灸まつりの意思継承・復活させたもの 

10 月 先儒祭 

11 月 神農祭：勤労感謝の日に行われる。 

神農は、古代中国伝説上の帝王の三皇のひとり。 

初めて農具をつくり人民に農耕を教えたという。また、医薬もつくり農作物と他の物品交

換・交易を教えた。 

日本では江戸時代には、医薬の始祖として尊崇されていたが交易の神として商業に携わる人々

の間では商業神としても各地に祀られている。 

湯島の神農像は徳川三代将軍家光の発願により雑司ヶ谷の薬苑主山下宗塚が制作したとされ

ている。 

五代綱吉により創設された湯島聖堂内に新設された神農廟に移された。 

その後、家斉の時代には医学館へと移り明治維新を迎える。震災により人の手にわたったが昭

和 17 年後も太平洋戦争で軍医として招集される。 

その際、元の場所である聖堂に 150 年ぶりに戻すことができた。 

 

５）赤字説明 

昌平坂学問所：昌平とは孔子が生まれたとされる魯国昌平郷という地名からとったもの。 

昌平坂学問所は身分に関係なく武士の入門が認められていた。 

明治のころには、明治政府の管轄下に入る。 

しばらく継続されたが、1871 年閉鎖。その後聖堂は学問所ではないが新政府の文部省が置かれ

学問につながる施設、イベント会場として役割を担う。 

 

斯文会：明治 13 年（1880）東洋の学術文化の交流を意図した岩倉具視が谷干城らとはかって創設

した「斯文学会」を母体として、これが発展して大正 7 年（1918）公益財団法人斯文学会となっ 

たもの。孔子祭の挙行、公開講座の開講、学術誌「斯文」の発行。 

会の名の斯文は「論語」の孔子の言葉斯の文（このぶん：周の文王のときより伝えられた文化

の意）からとったもの。 



  本郷・不忍池・神田文学散歩 

68 

 

この名には孔子の気概を心とし、伝えられた学問・文化の継承さらに現代に創造しようという

基本理念がたくされている。 

             

 

 

 

 

＊神田明神の図  
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第４節 東京復活大聖堂（ニコライ堂） 

１） 東京復活大聖堂 

      

通称は「ニコライ堂」、正式名称は「東京復活大聖堂」である。建坪は約 1,050 ㎡、高さ約 35

ｍの建物。 

日本ハリストス正教会（日本正教会）の首座主教座大聖堂であり、日本初であり最大級の本格

的なビザンティン様式を基本とした教会建築で、国の重要文化財に指定されている。 

通称の由来は、日本に正教の教えをもたらしたロシア人修道司祭（のち大主教）の聖ニコライで

ある。 

拝観時間は 4 月～9 月…13:00～16：00、10 月～3 月…13：00～15：30（荒天・冠婚葬祭による

聖堂拝観中止あり）。 

清掃・維持管理のため 300 円の拝観献金が必要（中学生…100 円、小学生以下無料）。 

※ハリストス…キリストのこと。 

※ビザンティン様式…東ローマ帝国の勢力下で興った建築様式。現在も正教会の聖堂やイスラム

教会のモスクとして使用されている。 

※国の重要文化財…1962 年 6 月 21 日に、国宝・重要文化財(建造物)―重要文化財―近代/宗教「日

本ハリストス正教会教団復活大聖堂（ニコライ堂）」として指定された。関東大震災後の復興によ

り、現状はかなり変わったが窓枠を除く壁体が当初のままを残しているのに価値が認められた。 

※聖ニコライ…ニコライ・カサートキン。正教会で「亜使徒 聖ニコライ」と呼ばれる。亜使徒

の称号は正教会において、聖人の称号であり、「使徒に等しい働きをした者」・「使徒に次ぐ者」と

いう意味。 

 ２）正教会 

「東方正教会」や「ギリシャ正教」とも呼ばれる。 

ローマ・カトリック教会やプロテスタント教会が西ヨーロッパ中心に広がったのに対して、キ

リスト教が生まれた中近東を中心に、ギリシャ、東欧、ロシアへ広がった。 

イエス・キリストの十字架刑による死と復活の証人とされる「使徒」と呼ばれる弟子達の信仰

と彼らから始まった教会のありかたを唯一正しく受け継いでいるとしている宗教である。 

神の啓示を信仰の基盤とし、それに基づく信仰と教えを聖伝と呼んでいる。 
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正教会における聖伝の本質は、教会を形成していく人々の生きた体験の記録である。 

イエス・キリストの復活を「記録」する日曜と諸祭日を中心に聖体礼儀が行われる。 

※聖体礼儀…「主ハリストスの体と血」へと成聖されたパン(聖体)と葡萄酒(聖血)を分かちあう

こと。聖体聖血を分かちあうことを通じて、信徒はハリストス・神と 1 つになると同時に、互い

が 1 つとなり、ハリストスが集められた「新たなる神の民の集い・教会」が確かめられる、とし

ている。 

 ３）ニコライ堂の歴史 

年代 出来事 

1861 年 聖ニコライが日本への伝道を決意し函館へ。 

1872 年 1 月 函館を発ち、上京。 

同年 9 月 神田駿河台にあった定火消の役宅跡地を購入し、新たな拠点と

した。 

1880 年 宣教の成果がり、東京各地に 10 教会が設置された。 

1884 年 ニコライ堂が聖ニコライの指導のもと、大聖堂建設工事が開始。 

1891 年 約 24 万円の建設費用の多くは、ロシアに住む信徒からの寄付金

により竣工。 

同年 3 月 8 日 イエス・キリストの復活を記録する復活大聖堂 

として成聖された。 

成聖式を挙行。 

原設計はミハイル・シチュールポフ、実施設計はジョサイア・

コンドルによるものである。 

※成聖…「聖なるものと成す」。神とのつながりを回復すること。 

※成聖式…完成した建築物と神とのつながりを回復し、聖なる

ものと成す為の儀式。） 

1904 年 2 月 8 日 日露戦争が勃発。 

聖ニコライはロシアに帰国せず、そのまま導き続けた。 

1912 年 

2 月 16 日 

聖ニコライ 永眠。 

1917 年 ロシア正教会（日本正教会の母教会）が、ロシア革命によって

成立した共産党政権による弾圧の対象となり、母教会からの支

援を失う。 

1923 年 9 月 1 日 関東大震災により、ドームと鐘楼が崩落、全体が火災に見舞わ

れ、土台とレンガ壁のみ残る。 

東京各地にあったニコライ堂以外の諸教会も、四谷教会などを
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除き多くが被災した。 

1927 年 

9 月 25 日 

府主教セルギィの指導のもと、大聖堂復興工事 起工。 

義援金は世界各地からのもあったが、ほとんどは日本全国の日

本人信徒のものだったという。 

※府主教セルギィ…聖ニコライの後継者となった人物。ロシア

人聖職者。ロシア正教会の修道士から日本正教会の府主教とな

る。 

1929 年 

12 月 15 日 

復興された大聖堂の成聖式を挙行。外観は一部変更された。復

興設計者は岡田信一郎である。 

第二次世界大戦 ニコライ堂は空襲による被害を免れ無傷で残る。東京大空襲後

に遺体の安置所として使われた。 

政府の統制が厳しくなり、様々な弾圧を受けた。大戦中に府主

教セルギィは退任を余儀なくされ、特別高等警察により 40 日間

拘留、ほどなくして釈放される。 

1945 年 

8 月 10 日 

府主教セルギィ 永眠。 

大戦後、同じく正教会を母教会とするアメリカ正教会から、日

本正教会はアメリカ人主教を迎えるようになる。 

 

1962 年 

6 月 21 日 

東京復活大聖堂が、国の重要文化財に指定される 

（詳しくは１）の※国の重要文化財を参照）。 

1970 年 

4 月 10 日 

日本正教会は自治教会としてロシア正教会・モスクワ総主教庁

から承認を受け、東京復活大聖堂は日本正教会の首座主教座教

会となった。 

また、この年に大主教聖ニコライが列聖される。 

※自治教会…正教会の組織の地位。自立の自治を行うが、同じ

信仰を有す。Ex)シナイ山自治教会、フィンランド自治教会 

※列聖…聖性が認められた信者が聖人の地位にあげられるこ

と。 

1974 年 

10 月 5 日 

神田、南部、聖和、多摩、石神井の各教会が合併し「中央教会」

として発足。 

1983 年 「中央教会」から「東京復活大聖堂教会」と名を変えて現在へ。 

1992 年 9 月 60 余年ぶりに補修工事が開始。 

約 13 億円をかける予定で開始されたが、国の重要文化財のため

工事費の 9 割強が国と都によって補助された。 

1998 年 工事が完了する。 
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４）ニコライ堂と文学 

・夏目漱石 

1909 年 6 月 27 日～10 月 14 日までに東京朝日新聞・大阪朝日新聞に連載された『それから』とい

う作品の主人公である長井代助がニコライ堂の復活祭を語る場面がある。 

 

「代助は面白そうに、二三日前自分の観に行った、ニコライの復活祭の話を

した。 

御祭が夜の十二時を相図に、世の中の寐鎮まる頃を見計らって始る。参詣人

が長い廊下を廻って本堂へ帰って来ると、何時の間にか幾千本の蝋燭が一度

に点いている。法衣を来た坊主が行列して向うを通るときに、黒い影が、無

地の壁へ非常に大きく映る。」 

（夏目漱石『それから』の一節） 

 

＊エピソード＊ 

夏目漱石が 24 歳の時、ニコライ堂の隣にある井上眼科で女性に恋をしたと漱石の妻である鏡子が

語っている。 

 

「トラホームをやんでいて、毎日のように駿河台の井上眼科にかよっていたそうです。すると始

終そこの待合で落ちあう美しい若い女の方がありました。背のすらっとした細面の美しい女で、

そういうふうの女が好きだとはいつも口癖に申しておりました。（中略）そんなことからあの女な

らもらってもいいと、こう思いつめて独りぎめをしていたものと見えます。」 

（夏目鏡子『漱石の思い出』の一節） 

 

・与謝野晶子 鉄幹 

与謝野夫妻は、ニコライ堂の東の方に住んでいた時期があり、詩や小説にニコライ堂について書

かれている。 

 

「一昨年 駿河台の家で「二階から見たニコライ」という絵を描いたのを両親は宝のようにして

いた」 

（与謝野晶子 小説『明るみへ』の一節） 

 

「隣り住む 南蛮寺の 鐘の音に 涙のおつる 春の夕暮れ」 

（与謝野晶子 歌集『左保姫』） 
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「ゆふべお茶の水の橋に立つ 車多し人多し塵多し 揚々たるは誰が子 

戚々たるは誰が子 一味の慈悲を神に責むな 聞けニコライの鐘人を咀ふ」 

（与謝野鉄幹 新体詩「暮鐘」の一節） 

 

・木下杢太郎 

「今得たまどかな気分は忽ち破壊せられたので、不安の眸を放つて、市街ををちこちと見廻はし

てゐると、斜日に照らされて、夢の如く浮び出てゐるニコライの銀灰の壁が目に入る……神田の

古風な大時計がぢん、ぢん……と四時をうつ。」 

（木下杢太郎『市街を散歩する人の心持』の一節） 

 

第５節 神田古書街を歩く 

 １）本の街 

東京都千代田区神保町にある古書店などが密集している世界最大の場所。 

約 180 店舗以上ある古書店の多くは靖国通りと白山通りが交わる神保町交差点を中心とした地域

に集まっている。 

ＪＲ神田駅、ＪＲ水道橋駅やＪＲ御茶ノ水駅方面にかけてもこのうち 30 店舗ほどが点在して

いる。 

2001 年にかおり風景 100 選に選ばれた。 

※かおり風景 100 選…2001 年 10 月に環境省が日本各地の自然や生活、文化に根ざしたかおりの

ある地域を全国から募集し、応募された 600 件の中から 100 件を選定したものである。 

「神田古書街／かおりの源…古書／季節…一年中／約 200ｍわたる古書店街の古書類から独特の

香りが漂います。（後略）」として選ばれた。 

Ex)草津温泉「湯畑」の湯けむり 

 

 ２）学生町 

 明治 10 年代に神保町周辺には、様々な大学が建てられた。 

明治 10 年「東京大学」建立（明治 18 年に現在の場所へ）。 

明治 13 年、駿河台に法政大学の前身である「東京法学社」、のちに専修大学となる「専修学校」

が開校。 

明治 18 年に中央大学の前身「東京法学院」、明治 19 年に明治大学となる「明治法律学校」が

建てられていき、神保町界隈が学生町となっていった。 

古書店の当時の主な客層は、大学教授や学生たちだった。 

年度替わりに上級生たちが授業で使い終えた本を売り、新年度になると下級生が教科書を求め

て買いに来る。 
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このようなやりとりが文化として発展した結果、神保町は古書街が増えていったと考えられる。 

 

３）神田の大火 

 江戸から明治にかけて、神田は大火の多発地域だった。 

「火事だ！」と言えば「神田か！」と返ってくるくらいで、江戸時代後期だけで 10 数回、明治期

において消失家屋 1000 戸を超える大火は 7 件発生した。 

 なかでも明治 14(1881)年 1 月 26 日、神田区松江町から出火したものが明治期最大の火災であ

る。 

この火災による被害は、神田・日本橋・本所・深川の 4 区 52 か町におよび、全焼 1 万 673 戸、

焼損面積 12 万 7697 坪（約 42 万 1400 ㎡）、被災者数 3 万 6542 人に達した。 

この大火は、火元の町名をとって「神田松枝町の大火」と一般に呼ばれた。 

 これより 1 か月程前、明治 13（1880）年 12 月 30 日にも神田区で大火が発生し、神田・日本橋

両区の 48 か町、7751 戸が全焼し、焼損面積は 8 万 8328 坪（29 万 1482 ㎡）に達した。 

 わずか 40 日ほどの間に 3 件の大火が発生し、この大火だけで 79 万 5712 ㎡を焼失したというの

である。 

この火災後、明治 14（1881）年東京防火令により、東京の防火対策は進み、明治 20（1887）年以

降は、こうした「大火」の発生は格段に減少した。 

 

 ４）神田古書街と文豪 

・夏目漱石 

 神保町周辺が作品に登場する。 

『坊ちゃん』…坊ちゃんが小川町（古本屋街から東に約 5 分）に下宿。 

『こゝろ』…先生の散歩コース「猿楽町から神保町の通り」。 

『門』…宗助が駿河台下停留所で乗り換えて丸の内へ通勤。 

 

・江戸川乱歩、井伏鱒二、吉川栄治など 

天麩羅「はちまき」《東京都千代田区神田神保町 1-19》 

昭和 6 年創業。「穴子海老天丼(1500 円)」が人気。江戸川乱歩・井伏鱒二・吉川栄治らが店の 2

階で毎日 27 日に集まる「二七会」が開かれていたそうだ。 

 

・向田邦子(代表作『寺内貫太郎一家』) 

粕水堂《東京都千代田区神田神保町 1-10》 

現在は閉店。昭和 4 年創業の老舗洋菓子店で三島由紀夫などにも愛された店。『向田邦子の恋文』

の中で、デートの時の恋人の手土産が粕水堂のケーキで、とても感動したと語っている。 

・村上春樹（代表作『ノルウェイの森』） 
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てんぷら いもや《東京都千代田区神田神保町 2-16》 

現在は閉店。よく夫婦で食事をしにきていたといわれている。 

 

・遠藤周作（代表作『沈黙』） 

ランボオ(現 ミロンガ ヌオーバ)《東京都千代田区神田神保町 1-3》 

タンゴ喫茶店。小説家の原民喜(代表作『夏の花』)を誘い出し、よく通ったといわれている。昼

でもお酒が飲める店なために、当時は駆け出しの作家たちの溜まり場となっていた。 

 

 ５）カレーの町 

  カレーの町といわれる有力な理由は、「本屋街として発展して、本を片手に読みながら、スプ

ーン 1 本で簡単に食べられるということで、カレーの需要が高まるようになった」といわれてい

る。また、学生町であったために安価で量が多いものが好まれたという考えもある。 

 店のスタイルは様々で、専門店だけで約 30 件ある。 

 

＊おすすめカレー店＊ 

まんてん《東京都千代田区神田神保町 1-54》 

昭和 56 年創業。安い価格（並 500 円）とボリューム(並・大盛り・ジャンボの 3 種や様々なトッ

ピング)が売りの店。セットでアイスコーヒーが付いてくる。 

 

インドカレー カーマ《東京都千代田区猿楽町 1-2-3 UT ビル 1F》 

インドカレー専門店。チキンカレー・キーマカレー・野菜カレーの 3 種類がある(普通盛り 850

円)。大辛にすることが可能。 

 

スマトラカレー 共栄堂《東京都千代田区神田神保町 1-6 神保町サンビルディング B1》 

大正 13 年創業。スマトラ島のカレーを日本人の口に合う様にアレンジしたカレーで、独特の黒紺

色のソースが特徴。1 番人気はポークカレー(普通盛り 950 円)。 

 

インドレストラン マンダラ《東京都千代田区神田神保町 2-17 集英社共同ビル B1》 

カレー中心の本格インド料理店。好きなハーフサイズのカレーを 2 種選べるダブルカレーランチ

がある。テイクアウトが可能。1 番人気はチキンバターマサラ。 

 

エチオピア《東京都千代田区神田小川町 3-10-6》 

昭和 63 年創業。スパイシーなインド風カレーの店。じゃがいもがセットで付いてくる。辛さを希

望すれば 70 倍まで辛くできる。 
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欧風カレー ボンディ《東京都千代田区神田神保町 2-3 神田古書センタービル 2F》 

昭和 48 年創業。元祖欧風カレーで有名。様々な種類のカレーがあり、甘口・中辛・辛口から選べ

る。最初にセットでじゃがいもがでる。 

           

（写真はボンディ：チーズカレー、じゃがいも(バター付き)、焼きリンゴ） 

６）喫茶店 

 目当ての本を手に入れた後、少し読みたい、休みたいという思いに答えるような憩いの場とし

ての喫茶店が神田古書街には沢山ある。 

 

＊おすすめ喫茶店＊ 

 

ラドリオ《東京都千代田区神田神保町 1-3》 

昭和 24 年創業。「ウィンナーコーヒー」を日本で初めて出した店として有名。神保町にゆかりの

ある推理小説家・逢坂剛(代表作『カディスの赤い星』1987 年直木賞を受賞)がここで直木賞の発

表を待ったという話がある。 

 

さぼうる《東京都千代田区神田神保町 1-11》 

昭和 30 年創業。モーニング・ランチメニューもあり、名物として「生イチゴジュース」、「クリー

ムソーダ(6 種類)」がある。姉妹店である「さぼうる 2」は大盛りスパゲティが有名。 

    

（写真：左が「さぼうる」、右が「さぼうる 2」） 

 

Tea House TAKANO《東京都千代田区神田神保町 1-3 寿ビル B1》 

昭和 49 年創業。東京で初めてできた紅茶専門店として有名。紅茶は常時 20～30 種類を扱ってい

る。茶葉のテイクアウトも可能。 
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古瀬戸珈琲店《東京都千代田区神田小川町 3-10》 

昭和 55 年創業。棚に沢山のカップがあり、カウンター席に座るとカップを 

選ぶことが可能。池波正太郎(代表作『錯乱』)が通っていたといわれてい 

る。 
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