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第１章 渋沢栄一と関連資料

公益財団法人渋沢栄一記念財団では情報資
源センターを設けて、渋沢栄一に関連した古
文書や手記、印字資料などをデジタルアーカ
イブスし、著作権等の諸条件をクリアした資
料をオープンデータとして公開している。イ
ンターネット上のアーカイブスでは、関連し
た用語を検索することで、必要に応じた記載
情報を閲覧することができる。このシステム
を利用し、渋沢栄一の周辺と、熊谷地域との
関連などについて情報収集が可能である。

長島記念館所蔵の渋沢栄一揮毫書

2



渋沢栄一（1840-1931） 幼年から盛年

渋沢栄一は天保11年（1840）深谷市の血洗島の農家の家

に生まれた。幼い頃から家業である藍玉の製造・販売・養

蚕を手伝い、父市郎右衛門から下手計の尾高惇忠から論語

をはじめとする学問を習った。20代で倒幕思想を抱き、惇

忠や惇忠の弟の長七郎、いとこの渋沢喜作らとともに、倒

幕作戦を計画したが、長七郎が反対し計画は中止。その後、

喜作とともに京都へ向かい、一橋（徳川）慶喜に仕官。一

橋家で実力を発揮した栄一は27歳の時、慶喜の弟徳川昭武

に随行し、パリ万国博覧会など欧州諸国の実情に触れた。

「合本主義」などの経済思想の原点となった。 3



渋沢栄一（1840-1931） 盛年から晩年

帰国すると幕府から新政府への過渡期となり驚愕。旧幕
臣として新政府に協力へと向かう。日本で最初の合本（株
式）組織「商法会所」を静岡に設立し、その後明治政府の
大蔵省に仕官した。栄一は富岡製糸場設置主任として製糸
場設立にも関わり、義兄の惇忠が初代場長に就任した。

大蔵省を退職後、一民間経済人として株式会社組織によ
る企業の創設・育成に力を入れるとともに「道徳経済合一
説」を唱え、第一国立銀行をはじめ、約500もの企業の設
立に関わったといわれる。また約700もの社会公共事業、
福祉・教育機関の支援と民間外交にも熱心に取り組み、
数々の功績を残した。 4



NHK大河ドラマ「青天を衝け」

「血洗島獅子舞」

武蔵国榛沢郡血洗島に生まれた渋沢
栄一の生涯とその周辺の人物交流を
史実、資料に基づきながら描いてい
るNHKの大河ドラマ。混乱期の幕末
から明治時代以降に掛けての日本の
あり方、日本人の生き方を題材とし
て、渋沢栄一の足跡を多面的に捉え
た作品となっている。渋沢の幼少期
や青年期、故郷の血洗島は、群馬県
安中市や埼玉県嵐山町で撮影された。
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渋沢青淵先生内山峡之詩
襄山蜿蜒如波浪西接信山相送
迎奇険就中内山峡天然崔嵬如
刓成刀陰耕夫青淵子販鬻向信
取路程小春初八好風景蒼松紅
楓草鞋軽三尺腰刀渉桟道一巻
肩書攀崢嶸渉攀益深険弥酷奇
巌怪石磊磊横勢衝青天攘臂躋
気穿白雲唾手征日亭未牌達絶
頂四望風色十分晴遠近細弁濃
与淡幾青幾紅更渺茫始知壮観

存奇険探尽真趣游子行恍惚此
時覚有得慨然拍掌歎一声君不
見遁世清心士吐気呑露求蓬瀛
又不見汲汲名利客朝奔暮走趁
浮栄不識中間存大道徒将一隅
誤終生大道由来随処在天下万
事成於誠父子惟親君臣義友敬
相待弟与兄彼輩著眼不到此可
憐自甘払人情篇成長吟澗谷応
風捲落葉満山鳴
昭和十五年十一月廿四日建之

後学 木内敬篤 謹書
現在の長野県佐久市内山峡を尾高惇忠と渋
沢栄一で行商の旅に出た時に詠んだ漢詩
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三尺の刀を腰に差し、桟道を渉っていく 一巻の書を背負い、

険しい山道をよじ登る

渉攀（しょうはん）益々深くして険弥々（いよいよ）酷（きび）しく

歩き回ること、ますます深くして、険しさはいよいよ過酷となる

奇巌怪石磊々（らいらい）として横（よこた）はる

奇妙な形をした珍しい岩々が数多く横たわっている

勢は青天を衝き臂（ひじ）を攘（かかげ）て躋（のぼ）り

勢いは青天を突き刺すようで、うでまくりして登り
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気は白雲を穿ち手に唾して征（ゆ）く

気持ちは白雲を貫き通すようで、手に唾をして行く

日亭未牌（びはい）絶頂に達し四望の風色十分に晴る

日は末牌にいたり、頂上に達すれば

四方に望む風景は十分に晴れている

遠近細辧（べん）す濃と淡と幾青幾紅更に渺茫（びょうぼう）たり

遠近が細やかに区別できる、濃淡によってである幾つもの青、

幾つもの紅、さらに果てしなく広い
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第２章 長島記念館と渋沢家の周辺

長島記念館は、長島家の旧邸宅として主屋
や石蔵の建造物が並び、２０１９年に熊谷
市の名勝に指定された。所有している美術
品も多く、その中には渋沢栄一が直筆した
掛軸や額があり、年間を通じて一般公開さ
れている。
長島家は、江戸時代中期以降の商家として
知られ、大正時代には、当主の長島甚助
（１８６４～１９４１）が旧吉見村の村長
となり、渋沢栄一らと協力し、熊谷周辺の
製糸産業などを進めた。

長島記念館・邸宅

長島恭助（１９０１～１９９２）9



長島恭助と渋沢

長男の長島恭助（１９０１～１９９２）は、県立熊谷中学校

（現・熊谷高等学校）、山口高等商業学校（現・山口大学）など

を経て、武州銀行に入行。その後、埼玉銀行（現・埼玉りそな銀

行）頭取・会長などを歴任し埼玉県経済界の発展に貢献したほか、

恭助は渋沢の影響を受け、育英事業に尽力した。

恭助が入行した武州銀行は、渋沢栄一が設立に関わった熊谷銀行

と黒須銀行が合併した銀行で、渋沢の甥である尾高次郎が初代頭

取となった。後に埼玉銀行となり、あさひ銀行を経て、現在の埼

玉りそな銀行となった。この銀行の経過と恭助の生涯を照らし合

わせると、渋沢栄一と長島家を結ぶ道が見えてくる。
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第３章 長島記念館が所有する渋沢栄一揮毫作品

１「温良恭倹譲」
（長島記念館展示室）

長島記念館展示室の入口頭上に「温
良恭倹譲」（おんりょうきょうけん
じょう）の額が展示されている。
「論語」学而からの引用で、「おだ
やかで、すなおで、うやうやしく、
つつましく、ひかえめなこと」を意
味する。孔子が人に接する態度を評
していった言葉とされる。甲寅一月
（大正３年 1914年）筆。
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２「安分以養福」

（邸宅主屋）

長島記念館の主屋には、渋沢栄一直
筆の額「安分以養福」が掲示されて
いる。筆名の青淵が記され、「分を
按じもって福を養う」と読むことが
できる。禅語からの引用と考えられ
る。「自分は何者であるかを知り、
この世における自分のなすべきこと
をわきまえることで、道が開けて幸
福になる」という意味である。揮毫
年不詳。
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３ 掛軸「清国雑感」
（長島記念館展示室）

長島記念館展示室に所蔵されている掛軸で箱書きには大正４年
（1915）と記され、渋沢栄一が７６歳の頃に揮毫したものと推定さ
れる。

「未だ必ずしも機心死灰に付かず 此の行何ぞ啻（ただ）水雲の
媒（なかだち）ならんや 我が論じ語るを算（とも）に笑ひ 慫慂
（しょうよう）として中華の起業を説（よろこ）び来たり 青淵」
と記されている。

大要として、「まだ必ずしも機を見て行動する心が萎えてしまった
訳ではありません。今度の渡航は、ただ大自然を見たいというわけ
ではありません。私の論談をともに談笑しながら、ゆったりとした
気持ちで、中華の起業の様子を喜ばしく見てきました」という意味
である。
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第４章
長島恭助が語る
渋沢栄一

熊谷銀行 明治27年（1894）開業

黒須銀行 明治33年（1900）開業

武州銀行 大正7年（1918）開業
熊谷銀行 大正10年（1921）合併
黒須銀行 大正11年（1922）合併

（出典・一部）
渋沢資料館「埼玉県の銀行設立史」
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渋沢栄一への意識
長島恭助『わたしの人生ノート』1976 埼玉新聞社より

跡取りの少年に年始回りをさせる風習は、県下の地主にはみんな
あったらしく、渋沢栄一翁も１２、３歳のころに母のいいつけで父の
名代として本庄まで年始に行っている。

また翁のお孫さんにあたる渋沢秀雄氏も、その随想のなかで、中学時
代に先生や親戚の年始回りをやったことを書いている。

剣道のほうも、２年のときに父の手ほどきを受けて始めたが、チビ
だった私は、一人前の試合は無理だったので、正月の道場開きの前座
に、馬庭念流の型をやるのがつねだった。

この年の私は、病気で死にそこなったり、成績が２番に落ちたりし
た。どうやら、私にとって厄年だったらしい。（５１ページ）
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渋沢栄一の防災意識
長島恭助『わたしの人生ノート』1976 埼玉新聞社より

財界の大御所、渋沢栄一翁（当時８４歳）は、震災をさし
て「天譴（てんけん）」といった。しかし、この言葉に耳を
傾けた者はどのくらいいたろうか。大正９年のガラ（相場の
暴落）以来慢性化した不況を、整理する絶好の機会であった
にもかかわらず、逆に財界救済の名のもとに「震災手形」が
乱発された。一時は復興景気らしいものが出たが、それが消
えた後に残ったものは震災手形の処理問題であった。この処
理を動因として爆発したのが昭和初頭の金融恐慌である。
（１６４ページ）
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ソロバンより機能性を選択
長島恭助『遺稿 新・わたしの人生ノート』1993より

都市銀行入りが実現すると、もう一つは地方銀行協会
と袂を分かたねばならないことである。地方銀行協会と
いうのは、もともと埼玉銀行の初代頭取の永田甚之助さ
んがつくったものである。（１３９ページ）

私は旧武州銀行以来、永田さんの薫陶をうけており、
当時の苦労話も目の当たりにしている。旧武州銀行は渋
沢栄一（青淵）翁の流れを汲み、道徳と経済の合一思想
に貫かれた筋金入りの人びとによって経営が引き継がれ、
永田さんは埼玉銀行が設立されたときに、専務から初代
頭取になった。
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補稿「渋沢栄一の衣鉢を継ぐ人」１
竜門社埼玉支部事務局長（当時） 田沼利将

竜門社の理事に就いておられた長島恭助氏が、去る９月２
２日に卒然とこの世を去った。享年９１歳。奇しくも青淵翁
と同じ歳月を生きたことであった。それかあらぬか、旧知の
方々から相次いで寄せられた追悼の言葉の中に、長島氏は青
淵翁の衣鉢を継ぐ人であったとか、翁に匹敵するような人格
者だったという表現が多くみられることとなった。

もっとも、ここ埼玉の地は、郷土の生んだ偉人青淵翁に対
する尊崇の念、あるいはもっと身近に親しみを込めた敬愛の
情の非常に濃い土地柄で、折りにふれて青淵翁が引き合いに
出されることが少なくない。
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補稿「渋沢栄一の衣鉢を継ぐ人」２

誠の一字を生活信条とされたその生涯は、論語の「忠恕
（まごころとおもいやり）」の精神を、身をもって実践した
ものであり、その精神はいつまでも生き続け、私たちの行く
手を指し示してくれるに違いない。

それにしても長島氏の一生を顧みたとき、青淵翁との因縁
に結ばれた事象の余りに多いことに驚かされるのである。

氏は、執務室に翁の染筆になる「道徳銀行」の扁額を掲げ、
その精神を銀行経営の理念としておられたのであったが、そ
もそも長島氏が社会人となって初めて奉職した武州銀行の創
設に、青淵翁が深く関わっているのである。
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第５章 長島恭助と「坊っちゃん」先生
熊谷高校記念誌編集委員会『熊谷高校８０周年誌』1975年

熊高80周年記念事業協力会会長 長島恭助

熊高80周年を祝う

私の在学当時、弘中又一という数学の先生が誰言
うことなく夏目漱石の『坊っちゃん』のモデルだ
という噂がたって、当時の学生達がその真偽を
巡って喧々諤々の論争をしたことがあります。漱
石研究家によれば「坊っちゃん」には特定のモデ
ルはいないというのが定説になっていますが、こ
の弘中先生は学内での言語、動作からモデルと言
われても不思議ではない風格がありました。

大正時代の熊谷中学
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弘中又一 （ひろなか・またいち） （1873-1938）

夏目漱石の小説『坊っちゃん』
の主人公のモデルとされる弘中
は、漱石との出会いの場でもあ
る愛媛県の松山中学校を経て、
その後、熊谷に赴任した。明治
33年から大正8年（1900-1919
年）熊谷中学校（現・熊谷高
校）の数学教師として教鞭を執
り、熊谷の地で約19年間を過ご
している。
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夏目漱石『坊っちゃん』と弘中又一

夏目漱石の名作『坊っちゃん』。その主人公・坊っちゃ
んのモデルとされ、漱石の友人でもある「弘中又一」は、
熊谷の地で熊谷中学の数学教師として過ごした。

愛媛県の松山中学校（現在の愛媛県立松山東高校）に勤
務していた漱石は、時期を同じくして赴任してきた弘中
と早々に意気投合し交友を深めた。1年後、2人はそれぞ
れ松山中学校を後にするが、松山中学校で「ボンチ先
生」の愛称で慕われた弘中の破天荒な性格とその実話体
験をもとに、夏目漱石は小説『坊っちゃん』を執筆した
のではないかと考えられている。
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弘中又一のエピソード

熊谷中学時代の弘中は、出席帳のサインに書い
ていた「弘」が「Ｘ（エックス）」に見えたこ
とから「エグス」の愛称で生徒に慕われていた。
「博学で数学はもちろん、英語も物理も漢文も
歴史も何でも教えてくれた」「弁当を食べなが
ら弘中先生を囲んで話を聞くのが楽しみだっ
た」「昼食の食パンを火鉢の大半を占領して焼
いていた」「学校の帰り、桜町あたりでドジョ
ウを買ったが、入れ物が無いので、かぶってい
た山高帽の中に入れて持ち帰った」「荷車を引
いて歩くのに山高帽にフロックコートをはおっ
て引いていた」など数々のエピソードが記され
ています。トレードマークの山高帽は、松山時
代に夏目漱石から贈られたといわれている。
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熊中第2回卒業式での記念写真
（最下段右から3人目が弘中）



明治6年（1873） 12月10日、山口県湯野村（現･周南市）で父伊亮、母タメの長男として生まれる。

明治23年（1890）同志社普通学校（現･同志社大学）へ入学。数学と英語の教員免許を取得。

明治26年（1893）12月、山口県柳井小学校高等科の英語代用教員となる。従妹の戸澤タカと結婚。

明治27年（1894）同志社普通学校（現･同志社大学）卒業。

明治28年（1895）愛媛県松山中学校（旧制松山中学、現・愛媛県立松山東高校）へ赴任。

松山中学校で、教員の夏目金之助（後の夏目漱石）と交友を深める。

明治29年（1896）4月愛媛県東予分校（現･愛媛県立西条高等学校）に転任。11月、依願退職。

徳島県第二中学校（現徳島県立富岡西高校）の教諭となる。

明治33年（1900）埼玉県尋常中学校第二分校（旧制熊谷中学、現･熊谷高校）に数学教師として赴任。

明治39年（1906）夏目漱石が『坊っちゃん』をホトトギス4月号に発表。書籍化し話題を集める。

大正8年 （1919） 熊谷中学校（現･埼玉県立熊谷高校）を退職。京都の同志社中学校へ赴任。

昭和13年（1938） 8月6日、死去。享年66（歳）。

弘中又一略年譜
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埼玉県立熊谷高等学校
（旧制埼玉県立熊谷中学校、旧制埼玉県立第二中学校）

明治28年（1895年）埼玉県第二尋常中学
校として創始された。「質実剛健」「文武
両道」「自由と自治」を校訓とする伝統男
子校で、著名人を多く輩出している。弘中
などの名教師の伝説も数多い。校歌は作
詞・石坂養平、作曲、山田耕筰による。俳
人の金子兜太氏は、秩父の皆野から熊谷中
学に通学していた。後述の「坊っちゃん記
念碑」の対面に、句碑「質実の窓若き日の
夏木立」が建立されている。

（熊谷市大原1-9-1）

戦後に再建された赤い甍（いらか）
の校舎
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弘中又一の旧居跡
弘中は松山中学校などを経て、明治33年

（1900）埼玉県尋常中学校第二分校（旧制熊
谷中学：現在の熊谷高校）に着任した。明治
42年から大正8年までの約19年間を熊谷の地
に身を置き、熊谷市宮町1丁目（現在のさい
たま地方裁判所熊谷支部南側）の借家などで
家族と共に暮らした。

家族と共に生活していた住居跡地。現在、家
屋は解体されたが、当時を懐かしむ説明板が
設置され、「坊っちゃん」先生の生涯を今に
伝えている。（熊谷市宮町1-166付近）
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桜と男の熊谷。生涯の最も愉快な19年間。

『熊谷高校八十周年誌』には「熊谷
中学時代」の随想で弘中の「在熊谷
19年」の文章が掲載されている。そ
の中で弘中は熊谷での生活を「桜と
男の熊谷。生涯の最も愉快な19年間
であった」と振り返っている。

この記念誌の多くの談話や記事から
は、当時の学校生活、弘中の人物像
や家族についての様子を垣間見るこ
とができる。長島恭助も教え子の一
人であった。

弘中が熊谷から離任する頃に完成した
熊谷聖パウロ教会
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明治34年 熊谷中学第2回卒業記念写真（熊谷高校提供） 29



熊谷中の教師だった弘中（前列右から3人目）と、田山花袋
『田舎教師』の主人公、林清三のモデルで生徒だった小林
秀三（後ろから2列目左から3人目）が一枚の写真に納まり、
日本近代文学の傑作のモデル2人が同じ時を過ごした歴史を
物語っている。2018年には、熊谷高校の校舎前に、2人を主
題とした『坊っちゃんと田舎教師ここに教えここに学ぶ』
の記念碑が建立された。

小林秀三
（1884-1904）

弘中又一
（1873-1938）

『坊っちゃんと田舎教師』記念碑

（熊谷高校・2018年建立）
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『克』 渋沢栄一揮毫額
（熊谷高校所蔵）

明治43年（1910）11月6日、渋沢栄
一は教育に関する講演のため熊谷中
学を訪れている。講演は約700人が聴
講し、弘中も参加していたと伝わる。
渋沢栄一は「克忠克孝」と揮毫した
書を熊谷中学に残している。現在は
「克」の一文字が表装され同校記念
館で保存展示されている。

31



結びに 熊谷の大里地域と渋沢栄一
そして「坊っちゃん」先生を結ぶ道

・渋沢栄一への関心の高まりとともに郷土の歴史に光を当てる機
会が増えた。

・世代を超えた渋沢栄一と長島家の関わりが近代熊谷の地域振興
に大きな役割を果たした。

・長島恭助は敬愛する渋沢栄一を意識し、経済と道徳が融合する
理念に基づき銀行運営と育英事業を進めた。

・長島恭助が学んだ熊谷中学での弘中又一との交流が、その後の
人生に大きな影響を与えた。

・渋沢栄一、弘中又一、長島恭助を結ぶ道を、歴史と文化を融合
させる「希望」の道として再認識することの意義は大きい。

終 32


