
創立者 井上円了から

～竹村学長が語る井上円了先生～

に向け、受け継ぐもの

井上円了先生は、教育者や仏教哲学者であるだけでなく、旅人、妖怪博士といったユニークな顔ももつ人物。
また現代にいう「グローバル人財」「イノベーター」でもありました。
円了先生の生誕160周年・百回忌を迎える2018（平成30）年、私たちは何を受け継げばよいのか。
円了先生の研究者でもある竹村牧男学長にお話を伺いました。

近代日本の黎明期の先駆者・井上円了
Enryo Inoue, a pioneering figure at the dawn of modern Japan

● 今から160年前の1858（安政5）年、井上円了は長岡藩（現在の新潟県長岡市）
慈光寺の長男として生誕。仏教が人生のルーツにありました。

● 1868（明治元）年、つまり「明治維新」を10歳という多感な時期に体験。この頃
から漢学を学び、続けて洋学校で洋学（語学や諸科学）を学びます。

● その後、京都の東本願寺で給費生に選ばれ、1881（明治14）年に設立された東
京大学文学部哲学科に一人だけの1年生として入学。ギリシャを発祥の地とす
る哲学と出会います。その哲学を学んだ目で仏教をも見つめ直し、「洋の東西
を問わず真理は哲学にあり」と確信します。

● 1887（明治20）年、29歳の若さで「私立哲学館」を創立。あらゆる学問の基礎
となる哲学を教授する教育機関に育て、これが東洋大学へと発展していきます。

● 海外旅行が困難な明治期に三度にわたって世界中を視察します。渡航先は欧
米、南米、オーストラリアなど、まさにワールドワイド。当時からグローバルな
視点と実際の体験を重視し、教育現場に反映させていきました。

● 教育と哲学の普及、著作に身を捧げ、日本各地で膨大な数の講演を重ねていき
ましたが、1919（大正8）年、中国の大連で講演中に倒れ逝去。享年61歳。

● 1858: Born as the eldest son of a Buddhist priest family in present-day 

Nagaoka City, Niigata Prefecture

● 1868: Experienced the Meiji Restoration at age 10, while beginning to 

study the Chinese classic and then Western languages and sciences

● 1881: Enrolled at the University of Tokyo, encountered philosophy, and 

became confident that “all knowledge is grounded in philosophy, 

regardless of whether it originated in the East or the West”

● 1887: Founded the Philosophy Academy, the predecessor of Toyo 

University, at age 29

● Made three world tours during the Meiji era, when going abroad was 

hard for Japanese, and then began reflecting his findings in the 

educational field in Japan

● 1919: Died when giving a lecture in Dalian, China, at age 61

本学には「哲学・思想」の科目群として自校教育科目の授業が

あります。これを受講した多くの学生は「円了先生が、こんなに

すごい人とは知らなかった」と驚き感動します。　

円了先生は「三田の理財・福沢諭吉」「早稲田の政治・大隈重信」

と並び「白山の哲学・井上円了」と称された人物です。哲学の先

駆者であるだけでなく、仏教界の復興に力を尽くし、講演旅行で

社会教育を実践し、妖怪博士として名を馳せ…と、広範囲にわた

る活躍のすべてに情熱を注ぎました。一方で非常にユーモアも

あって、豊かな人間性を備えた方で大変な魅力があります。

円了先生は若い頃から広い視野で勉学に励んでこられたので

すが、学んだ知識だけにとらわれずに現実世界で行動して、また

さらに学びを深める、「知と行動の巨人」でした。そして、近代日

本が生まれるまさにその時期に新しい世の中を作ろうと尽力し

た「イノベーター」でもありました。その足跡を知ることで、私た

ちはとても多くのことを先生から受け継ぐことができるでしょう。

井上円了先生は、他者のため情熱を込めて奮闘された魅力のある方です。
私たちは、彼の生涯から多くのことを学び、受け継ぐことができるでしょう。

Dr. Enryo Inoue was not only a pioneering philosopher but 

also an enthusiastic activist in all fields in which he was 

involved, devoting his energies to restoring Buddhism in 

Japan and putting social education into practice by 

undertaking lecture tours, for example. As seen in his 

Mystery Studies on traditional Japanese monsters, he also 

had an infectious sense of humor. Having devoted himself 

to studying a broad range of subjects from his youth, Dr. 

Inoue was a giant intellect and activist who, rather than 

acquiring knowledge for its own sake, deepened and 

shared his knowledge through activities in the wider world. 

Furthermore, he was an innovator who strived to create a 

new society at the dawn of modern Japan. Tracing the life 

of Dr. Enryo Inoue will help us hand down valuable lessons 

from him.

Dr. Enryo Inoue was an admirable individual who enthusiastically devoted himself to causes that would help others. 
I believe we can draw many valuable lessons from his life and pass them down to future generations.
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白山キャンパスで学生たちを見守る井上円了像
Statue of Enryo Inoue watching over students at the Hakusan Campus
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What We Can Pass Down from Toyo University Founder 
Enryo Inoue to Future Generations
—President Takemura Talks about Dr. Enryo Inoue —
The year 2018 marks the 160th anniversary of the birth, and the 100th anniversary of the death, of Toyo University founder Enryo Inoue, 
who worked as an educator and a Buddhist philosopher. 
President  Makio Takemura talks about Dr. Enryo Inoue.

学長 竹村牧男
President  Makio Takemura
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Dr. Inoue’s broad perspective led him to the discovery that 

“ The Basis of All Learning Lies in Philosophy”

お寺に生まれた円了先生は、仏教だけにとどまらずに儒教も学

び、キリスト教も西洋哲学も学ばれました。そうして広い視野か

ら物事を見渡した結果、「諸学の基礎は哲学にあり」「哲学は万学

の中央政府である」という確信を得るに至りました。現代の学生

の皆さんに照らしてみれば、専門の分野だけではなく、理系文系の

垣根をも越えて学ぶこと。そのような姿勢を受け継いでもらえる

と、自分の背景にすそ野の広い知識と基盤が培えると思います。

白山キャンパスには「井上円了記念博物館」があり、円了先生

を身近に感じることができます。生涯にわたるさまざまな展示物

がありますが、例えば、勝海舟からいただいた文殊菩薩の小さな

像。文殊菩薩は知恵の仏さまですから、ぜひ学生の皆さんには見学

してほしいです。また、円了先生が巡回講演で実際に使っていた旅

行鞄もあり、それが円了先生の象徴のひとつでもあります。ほかに

も円了先生が学生時代に一生懸命勉強したノートも展示されてい

ます。博物館の収蔵品を見て、先生の想いを肌で感じてください。

The Inoue Enryo Memorial Museum, located at the 

Hakusan Campus, offers visitors a closer look into the 

mind of Dr. Inoue. Exhibits displayed in the museum 

include the Manjushri statuette KATSU KAISHU gave Dr. 

Inoue, the traveling bag the founder used when making 

lecture tours, and notebooks that show how hard he 

studied as a student. Visit the museum to see such real-life 

items related to Dr. Inoue and learn more about his beliefs 

and way of thinking.

円了先生の魅力は「社会のため、人々のために働く」ことを説

き、実践された、その卓越した人間力にもあります。真理の追究だ

けでなく、それを社会に応用し人々に役立てることが先生の想い

でした。哲学館を創るときには勝海舟にも協力をお願いしたそう

です。「哲学の学校を創るというからどんな年寄りが来るのかと

思ったら、こんな若いやつが来たのか」と勝海舟は驚いたそうで

す。この哲学館を創立するにあたり、勝海舟からさまざまな支援を

受けられたのは、円了先生の情熱と人間的魅力に感心したから

だと思います。皆さんも他者のために「知徳兼全」を実践し、自ら

を磨いていってほしいと思います。

Dr. Enryo Inoue’s appeal lies in his distinguished 

humanistic ability to emphasize the importance of working 

for the sake of society and other people, and to practice 

this in his own life. He hoped to not only pursue his quest 

for truth but also to apply what he discovered in order to 

help people. I believe that Dr. Inoue’s enthusiasm and 

attractive qualities as a person of character left a strong 

impression on KATSU KAISHU, and so inclined him to 

provide Dr. Inoue with support in various forms in founding 

the Philosophy Academy. I hope that students will also 

“ Integrating Knowledge and Virtue” for the sake of others, 

and make efforts to improve themselves.

竹村牧男学長が『井上円了―その哲学・思想』（春秋社）を刊行
「知と行動の巨人」井上円了の独自の思想、世界観・人生観を、竹村牧男学長が解
き明かしていきます。“東洋大学の学生並びに保護者の方々、とりわけOB・OGの
方々には、東洋大学創立者のきわめて力強い思想に触れ、今後の人生に活かして
いただきたいと祈願するものであります。”（本書より）

President Makio Takemura publishes
Enryo Inoue—Philosophies and thought ( Shunjusha Publishing Company )

President Makio Takemura reveals the original thought, worldview, and view on life 
of Enryo Inoue as a giant intellect and activist.

A more detailed introduction to Dr. Enryo Inoue is available on the following website.

さらに詳しい円了先生の情報は、以下のサイトで掲載中です。「井上円了記念博物館」に収蔵している
円了先生ゆかりの品を動画で公開しています。
Items related to Dr. Inoue housed in 
the Inoue Enryo Memorial Museum are 
introduced on videos. (English unavailable ) 

To “Integrating Knowledge and Virtue” 

by polishing the intellect and character

Look into the mind of the founder 

by looking around the Inoue Enryo Memorial Museum

広い視野から辿り着いた
「諸学の基礎は哲学にあり」

知性と人間性を磨き
「知徳兼全」を実践するために

「井上円了記念博物館」を巡って
創立者の想いを感じてみる

創立者 井上円了

東洋大学報

語り手：竹村 牧男（東洋大学 学長）
Interview with President Makio Takemura, Toyo University

Founder Enryo Inoue Search
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Information

創立者 井上円了
Founder Enryo Inoue

東洋大学の講義の様子（昭和初期）
Toyo University students mid-lecture（early Showa Era）

巡回講演で使用していた旅行鞄
Traveling bag Dr. Inoue used when making lecture tours

動画 | Video
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What We Can Pass Down from Toyo University Founder Enryo Inoue to Future Generations
—President Takemura Talks about Dr. Enryo Inoue —

Dr. Enryo Inoue learned not only Buddhism but also 

Confucianism, Christianity and Western philosophy, and 

came to firmly believe that “The Basis of All Learning Lies 

in Philosophy.” I hope that students will inherit from him 

this positive attitude toward studying various subjects 

across the borders of the humanities, and social and 

natural sciences, to broaden their knowledge and the 

basis of their learning.

Enryo Inoue— Philosophies and thought

×
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