
 

 

 

泉大津市教育委員会・桃山学院大学 

  

   2016年度 泉大津市・桃山学院大学連携事業 

 

   シェイクスピア没後400年記念特別企画展 

 シェイクスピアと 

       桃山学院 
   －旧制桃山中学校教師・河島敬蔵を中心に－ 

◆2016年11月24日（木）～2月28日（火） 

 学院史料展示コーナー  
    大阪府和泉市まなび野1-1 桃山学院大学 聖ペテロ館2階 

       TEL 0725-54-3131㈹ 

     9:00 ～ 17:00（入館は16:30まで） 

     土・日・祝日 閉室  

 

◆2016年12月19日（月）～12月27日（火） 

 泉大津市役所1階ロビー 
    泉大津市東雲町9-12 

       TEL 0725-33-1131㈹ 

     8:45 ～ 17:15（初日は10:00から / 最終日は15:30まで） 

     土・日・祝日は除く 

  

 ※両会場とも入場無料。会場により展示内容が若干異なります。 



 

 

 

はじめに 

 『ロミオとジュリエット』『ハムレット』『マクベス』『ヴェニスの商人』など

で世界的に知られている英国を代表する劇作家・詩人であるシェイクスピア。

2016年はシェイクスピアの没後400年にあたります。そこで、今回の泉大津市・桃

山学院大学連携事業の展示はシェイクスピアをテーマに企画しました。 

 1883年2月27日、『日本立憲政党新聞』（『毎日新聞』の前身）で「欧洲戯曲 

ジュリアス・シーザルの劇」と題したシェイクスピアの翻訳の連載が始まりまし

た。これが日本で最初のシェイクスピアの原文からの逐語訳であると言われてい

ます。訳者は旧制桃山中学校などで教鞭を執った河島敬蔵という人物です。 

 シェイクスピアの翻訳と言えば、まず坪内逍遥を思い浮かべる方が多いと思い

ます。坪内はシェイクスピアの全作品を完訳し、1928年に「沙翁全集」を完成さ

せました。河島も同じ志を持ってシェイクスピアの翻訳に取り組みました。残念

ながら河島は完遂させることはできませんでしたが、日本のシェイクスピアの翻

訳史において大きな足跡を残しています。 

 展示では、河島敬蔵を中心に取り上げますが、併せて桃山学院の関係者でシェ

イクスピア研究に取り組んだ人物とその業績についても紹介します。 

河島敬蔵 
シェイクスピアを翻訳していた頃 

〔竹村覚『日本英学発達史』〕 

河島敬蔵訳「ハムレットの劇」の原稿 
〔竹村覚『日本英学発達史』〕 



 

 

 

の受容     江戸～明治初期 

『ザ・ジャパン・パンチ』1874年1月号 
『ハムレット』の名台詞“To be, or not to be, 

that is the question”が、ここでは「Arimas, 

arimasen are wa nan deska」（アリマス アリ

マセン アレワナンデスカ）と訳されている 

『英文鑑』 
天保年間（1840-1841）に、渋川六蔵によっ

て著された日本で最初の英文法書。「シャー

ケスピール」とシェイクスピアのことが記さ

れている〔杉本つとむ編著『英文鑑 －資料

と研究－』〕 

 1841（天保11）年に渋川六蔵によって訳された『英文鑑』に、“Shakespear”

のことが「シャーケスピール」とオランダ語の発音で記されています。これが、日

本に初めてシェイクスピアの名前が紹介されたものであると現在のところ考えられ

ています。 

 『英文鑑』の他に、シェイクスピアの名前が登場する江戸時代の文献には『暎咭

唎紀略』と『英国志』があります。『暎咭唎紀略』では「沙士比阿」、『英国志』

では「舌克斯畢」とシェイクスピアの名前が表記されています。  

 明治時代に入ると、シェイクスピアは様々な文献のなかに登場してきました。そ

こでは名前だけではなく、作品や台詞なども紹介されるようになりました。例え

ば、日本最初の漫画雑誌『ザ・ジャパン・パンチ』（1874年1月号）では、『ハム

レット』の名台詞（“To be, or not to be, that is the question”）が取りあげ

られています。頬杖をしながら立つ侍姿のハムレットが描かれ、その下にローマ字

で「アリマス アリマセン アレワナンデスカ」と記されています。 

 明治初期の頃はシェイクスピアの作品の断片や有名な台詞の紹介にとどまりまし

た。翻訳も浄瑠璃風に翻案されたものが中心であり、オリジナルを無視した超訳・

豪傑訳が乱れ飛んでいました。『郵便報知新聞』では、藤田茂吉によってラムの

『シェイクスピア物語』が翻訳されましたが、シェイクスピアの原文からの本格的

な翻訳は明治10年代半ばの河島敬蔵と坪内逍遥の登場を待つことになります。 
〔参考文献 佐々木隆「日本シェイクスピア概論」『シェイクスピア研究資料集成』別巻2〕 

 

※1695（元禄8）年の近松門左衛門『釈迦如来誕生会』、1771（明和8）年の近松半ニ『妹背山婦女庭

訓』、1810（文化7）年の四世鶴屋南北と二世桜田治助合作『心謎解色糸』はシェイクスピアの作品と

プロットが似ていることから、翻案の可能性が指摘されています。しかし、現在のところ確証はありま

せん。 

『暎咭唎紀略』 
シェイクスピアの表記として「沙士

比阿」が使われている〔高知市民図

書館所蔵〕 



 

 

 

河島敬蔵の生い立ち 

 河島敬蔵は1859年4月3日（安政6年3月1日）、和歌山藩士河島僖八郎の長男とし

て現在の和歌山市で生まれました。1865（慶応元）年、6歳の頃には寺子屋に通い

手習と四書五経の素読を学んでいます。10歳になると、藩立の学習館で漢書を学

び始め、また同館付属の洋学寮で英語とフランス語も学びました。1871年には新

たに設置された縣学に移り、そこでも英学を学んでいます。しかし、これらの学

校で学んだ英語は発音を無視した変則式であったため、河島は本格的な英語を学

ぶことを希望し和歌山を離れる決心をします。 

 1872年、河島は神戸の英学者関保兵衛が開いていた塾の門を叩いています。そ

して、翌1873年には大阪の川口居留地（雑居地）にあった男子校（大阪英和学舎

の前身）に入学しました。この男子校は米国人宣教師が開いていた学校でしたの

で、河島は本格的な英語を思う存分に学ぶことができました。ここで河島はキリ

スト教に出会い、後にキリスト教（聖公会）の信徒になっています。  

 1875年、河島は進学の相談のため京都の新島襄を数回訪ねています。また、

C.M.ウィリアムズ師（立教大学創設者）

にも進路の相談をするため東京を訪れて

います。河島は父とも相談した上で京都

行きを止め、1876年に立教学校（現立教

大学）に入学しました。その年の11月29

日に発生した大火により立教学校が2年ほ

ど休眠状態になりましたが、河島は他の

学校で英語を講じながら勉学に励みまし

た。しかし、1879年、父・僖八郎が大病

になったため、河島は東京での勉学を断

念しなければならなくなりました。 

 和歌山に帰っていた河島は1881年、再

び大阪に出ています。そして、翌年の9月

に大阪英和学舎の英語教師になりまし

た。この大阪英和学舎の図書室で、河島

はシェイクスピア戯曲全集と出会うこと

になります。かねがねシェイクスピアを

研究してみたいと思っていた河島は学校

の放課後、毎日少しずつ読み進めまし

た。読んでは考え、考えては読み、それ

でも分からなければ宣教師のT. S. ティン

グ師に尋ねるということを繰り返しまし

た。このときのことを「恰も暗中に物を

探る如く苦心惨憺」と、河島は述べてい

ます。                                    
    〔参考文献 竹村覚『日本英学発達史』〕 

 

河島敬蔵自筆の履歴書 
自助私学校に提出されたもの 

『演説撰誌』第12号、1883年 
河島敬蔵の政談演説「権利ヲ論ス（前号続）」が収録されてい

る。河島が大阪英和学舎にいた当時は、国会開設を控え、板垣

退助の「自由党」や大隈重信の「立憲改進党」が結党されるな

ど自由民権運動が盛んだった 

 



 

 

 大阪英和学舎で教員をしていた頃、河島は見識を広めるために政治家や新聞記

者とも交流していました。そのなかに『日本立憲政党新聞』の草間時福がいまし

た。草間に『ジュリアス・シーザー』のことを話したところ、是非訳出してはど

うかと勧められ、『日本立憲政党新聞』紙上に翻訳を連載することになりました。

河島のシェイクスピアの翻訳はここから始まりました。河島敬蔵が最初に訳した

『ジュリアス・シーザー』は「欧洲戯曲 ジュリアス・シーザルの劇」として、

1883年2月27日から4月11日まで35回に亘って連載されました。 

 竹村覚は「これこそ我国最初の原文による逐字譯で、ここにはじめて完全な翻

譯としての Shakespeare 作品が我国に表はれたのである。一般の説によると、坪内

博士の『該撒奇談 自由太刀餘波鋭鋒』（明治十七年 1884）が本邦最初の完全な

譯とせられてゐるが河島翁の譯がそれより一ケ年早いのである。飜譯態度の點か

ら言つても、坪内博士の方は、前にも述べた様に院本風の意譯とも言ふべきもの

で、原文に忠實な點から言へば、何と言つても、河島翁の譯の方が一段優れてゐ

る。年代的に言つても、河島翁の譯が、『本邦最初の完譯』としての資格をそな

へてゐることは否定出来ない。…（中略）…明治初期の其他の名譯と稱せられる

飜譯文献のいづれと較べてみても、少しも劣るところがない。寧ろ譯文としては

白眉中の白眉とも稱すべき名譯である」と記しています。  

 連載が終わったあと、河島は和歌山に帰郷しました。いったん学校に勤めまし

たが、数ヶ月でそこを辞職し、紀の川沿

いの伊都郡大谷村に移り住みました。河

島はここでシェイクスピア全集の翻訳に

着手しました。全37篇中、悲劇9篇、史劇

6篇、喜劇4篇、伝記劇3篇、合計22篇を読

破、翻訳しています。この時に訳された

原稿の大部分は散逸してしまいました。

一部は竹村覚氏が所蔵していましたが、

現在はその所在も不明です。 
〔参考文献 竹村覚『日本英学発達史』〕 

 

シェイクスピアと河島敬蔵 

河島敬蔵訳『沙吉比亞戯

曲 羅馬盛衰鑒』1886年 
『ジュリアス・シーザー』の

翻訳。『日本立憲政党新聞』

に連載されたものがまとめら

れて出版された 

「欧洲戯曲 ジュリアス、シーザルの劇 第一回」 
〔『日本立憲政党新聞』1883年2月27日〕  

河島敬蔵訳『露妙樹利戯曲春

情浮世之夢』1887年 
『ロミオとジュリエット』の翻訳 



 

 

桃山中学校第５回卒業式 
卒業生11名により「夏の夜の夢」が上演された

〔『日曜叢誌』第209号、1907年5月5日〕 

 立教学校で学んでいた河島敬蔵は、1879年に父・僖八郎の病気のため故郷の和

歌山に帰り、自脩私学校という学校で数学の教師として働きました。ここから教

師としての河島の人生が本格的に始まりました。その後、和歌山では自助私学校

といった学校でも教鞭を執っています。  

 1882年にはシェイクスピアの翻訳を始めるきっかけとなった大阪英和学舎の教

師に就任しています。また、1887年には横浜のQueen Victoria Public Schoolか

ら招かれ、外国人の子弟の教育も行いました。横浜では、教会堂を借りて夜学校

を開いていました。生徒は30名～40名ほどいたそうです。 

 その後、逓信省での勤務を経て、1893年に立教

学校の教授に就任しました。ここでは宗教論や

シェイクスピアを講じています。そして、立教学

校で教壇に立っていた1895年、桃山中学校の招聘

に応じて大阪に戻ってくることになりました。桃

山中学校に勤務するかたわら、1898年からは英語

教師として大阪府第五尋常中学校（現大阪府立天

王寺高等学校）の教壇にも立ちました。 

 河島は1906年8月に桃山中学校を辞職しました。

その翌年の3月に行われた桃山中学校の卒業式で

は、卒業生11名による「夏の夜の夢」のシェイク

スピア劇が行われています。  

 河島は英語教師として多数の教科書を執筆して

います。『英作文初歩』『英和新会話 : 六十日間

卒業』『英語入門』『初等英語会話教科書』『学

生会話』『ニューナショナル第四読本直訳講義:插

註』などがあります。 
      〔参考文献 竹村覚『日本英学発達史』〕 

 

教師としての河島敬蔵 

河島教授送別会 
立教学校から桃山中学校へ転任する際に開かれた送別会の様

子が記されている〔『教会評論』第45号、1895年10月10日〕 

 

河島敬蔵執筆の教科書『学生会話』1904年 



 

 

坪内逍遥 
〔『シェークスピヤ研究栞』〕 

晩年の河島敬蔵 

 坪内逍遥を抜きに河島敬蔵のことは語れません。同時代にシェイクスピアの翻

訳に取り組んだことから、2人はよく比較されます。先に記した竹村覚の他に

も、柳田泉が次のように記しています。「『欧洲戯曲 ジュリアス・シーザルの

劇』（河島訳）が…（中略）…シェークスピアの傑作の殆んど文字通りの逐字訳

として日本に紹介された最初である。これにつぐものが、坪内逍遥の『自由太刀

余波鋭鋒』であるが、これも殆ど逐字訳といえるけれども、日本の芝居風に直し

たところがあり、『シーザルの劇』の正直さには及ばない。坪内先生の直話とし

て、私どもは先生が『シーザル』を訳すとき、新聞に出たもの（河島訳）を参考

にしたということを聞いている。…（中略）…日本最初という栄冠は、『シーザ

ルの劇』の訳者に贈りたいと思う」と記しています。 

 坪内はシェイクスピアを日本に紹介するなど、近代文芸の基礎を作った功績か

ら名声を手にしました。現在でもその名前を聞いたことがないという人は少ない

でしょう。一方の河島はどうでしょうか。河島敬蔵の名前を知っているのは研究

者などの一部の方に限られるように思います。坪内と異なり、河島の晩年は非常

に貧しく寂しいものでした。 

 河島と坪内は奇しくも生没年が同じです。1859年、日本が世界に門戸を開き始

めた幕末に2人は生まれ、戦争の足音が忍び寄っていた1935年に亡くなりまし

た。坪内は2月28日に、河島もその約3ヵ月後の5月29日に坪内のあとを追うよう

にその生涯を終えました。 

 展示では、同時代に翻訳の新しい時代を切り開いた2人の足跡を少し追ってみ

たいと思います。    〔参考文献 柳田泉「西洋文学の移入」『明治文学研究』第７巻〕 

坪内逍遥訳『該撒奇談 自由太刀餘

波鋭鋒』1884年〔『明治文化全集』第

22巻 翻訳文芸篇〕 

 

坪内逍遥と河島敬蔵 



 

 

編 集 桃山学院史料室 

発行日 2016年11月24日 

 『日本におけるシェイクスピア』（森谷佐三郎著、1986年）では、シェイクス

ピアの日本への受容に関係した明治以降の学者、訳者、作家から17名が選ばれ紹

介されています。その17名のうち桃山学院に関係する人物が3名います。1人は河

島敬蔵、あとの2名は竹友藻風（桃山中学校卒業）と中野好夫（桃山学院大学元教

員）です。 

 竹友藻風と中野好夫のほか、シェイクスピアに関する研究業績等のある桃山学

院の関係者を併せてご紹介します。 

 

竹友藻風（1891－1954） 

 詩人、英文学者。本名は乕雄(とらお)。大阪市で生ま

れる。関西学院中学校、同志社中学校をへて、桃山中学

校を卒業。その後、同志社大学神学部をへて、京都帝国

大学英文学選科へ進み、上田敏の教えを受けた。1915年

に渡米、イェール大学で宗教学を専攻し、さらにコロン

ビア大学大学院で英文学を専攻した。帰国後、慶應義塾

大学、東京高等師範学校、関西学院大学、大阪大学で教

鞭を執った。上田敏の遺志を継いでダンテの『神曲』を

完訳した。その他、詩集『祈祷』『浮彫』『時の流れ

に』『ルバイヤット』『ヴェルレエヌ選集』『希臘詞華

抄』などを刊行。『竹友藻風選集』全2巻がある。シェイ

クスピアの翻訳には『大騒ぎ』『ロウミオとジューリ

エット』『御意のままに』『十二夜』『ハムレット』な

どがある。 

中野好夫（1903－1985） 

 シェイクスピア、スウィフト、モームらの研究で知

られる英文学者。松山市生まれ。東京帝国大学英文科

卒業。1948年に東大教授に就任するが、研究に専念で

きる経済的処遇を与えられていないという理由で1953

年に辞職。型破りな行動が話題となる。評論家として

も活躍し、護憲運動、沖縄問題、60年安保反対運動な

どに取り組み著作活動に専念した。1969年から1971年

の2年間という短い期間だったが、桃山学院大学で教鞭

を執った。また、スタンフォード大学や中央大学でも

教壇に立った。シェイクスピアの翻訳には『ヴェニス

の商人』『ジュリアス・シーザー』『ロミオとジュリ

エット』『ヘンリー四世』などがある。その他にも多

数のシェイクスピアに関する著作物がある。 

〔写真『竹友藻風選集』第1巻〕 〔写真『英語青年』第131巻第4号〕 


