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学園史ニュース

№４

❖東海大学付属第三高等学校旧１号館解体❖
粉じんの拡散を防ぐための放水を伴って、パワーショベルが目標との距離を
詰めていく。アームの先端に取り付けられたかぎ爪が、昇降棟の手すりと床面
をわし掴みにし、引き寄せる。調律の狂ったコントラバスに、力任せに弓をこ
すりつけるような不協和音が響く。二度、三度と抵抗した棟もついに、崩れ落
ちて鉄筋をあらわにさせた。その様子を見守るようにたたずむ、竣工まもない
新校舎。奥には八ヶ岳がそびえる。【撮影＝ 2009 年１月 14 日・長野県茅野市】
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東海大学学園史ニュース

学園初期の校舎・建物は、日本を代表する近代建築家・山田守が手掛けたもので、建築史上価値の高いもので
ある。同時にそこで学んだ者にとっては、友人や恩師との思い出が凝縮した掛け替えのない場所でもある。学園
の歴史を語る上でも重要な意味を持つそれら校舎だが、老朽化などの理由から、取り壊し・建て替えがなされた
ものも少なくない。地鎮祭や竣工式の日付は記録されても、そこに至るまでの背景や経緯は埋もれがちだ。長野
県茅野市にある東海大学付属第三高等学校の旧Ｙ字型校舎と新校舎、それぞれの “ 生い立ち ” を追いながら、山
田作品の次を担う学園建築物の姿と、山田が次の世代―現在の学園に遺したものとは何かを考える。
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誕生➡Ｙの自信作

取材・構成：中西 祐悟
（学園史編纂員）

の視線が交わることがないよう配慮されたもの。中央
らせん

に螺旋状のスロープが設けられ、車いす利用者も気軽

山田守は生涯に 300 点もの設計を手掛けたといわれ

に上下の階に移動できた。エレベーターも備わってい

る。中でも代表作とされるＹ字型の建物は、本学園の

たが、バリアフリー思想の先駆けと言えるだろう。こ

象徴と言っていいだろう。そのＹ字型建築の原点は、

の優れた設計は、同年の芸能選奨文部大臣賞（現在の

1953（昭和 28）年、東京都新宿区に竣工した旧「東

芸術選奨文部科学大臣賞）を受賞している。

京厚生年金病院」だった（建て替えにより現存せず。
2000 年に新病院棟が竣工）。傷病者の搬送や面会者ら

発展➡全国にその名を刻む

の送迎など、病院には不可欠といえる“車寄せ”を備

1930 年代、逓信省（日本郵政グループ、NTT など

えること。敷地の一角に将来高速道路の高架が建つ計

の前身）の技官だった山田は、その地位向上・待遇改

画があるため、それを避けること。―様々な条件を

善を訴える「技術者運動」に参加。その活動を通じて

満たす形状として、Ｙ字型の病院は生まれた。放射状

松前重義と親交を深めていく。やがて松前と同士らは、

に伸びる３つの“翼”は、それぞれの病室の窓から人々

組織の歯車で終わらない、高い見識を備えた技術者の
養成を目指し、学園を創設する。1943（昭和 18）年、

▋山田 守
1894 年 4 月 19 日、岐阜県生まれ。
東京帝国大学工学部建築学科卒。大
学在学中に仲間と「分離派建築会」
を結成し、過去の建築様式からの
脱却を主張。放物線や円弧など曲線を駆使したデザ
インで注目された。1920 年に逓信省に入省。総務
局営繕課の技官として全国の電信局や電話局、郵便
局の局舎などを設計した。逓信省の同僚だった松前
重義の教育理念に賛同し 43 年、東海大学の前身・

静岡県清水市（現・静岡市清水区）駒越に開校した本
学の前身・航空科学専門学校の校舎を設計したのが、
他ならぬ山田だった。しかし戦中・戦後、松前の召集
ひっぱく

や公職・教職追放などもあって学園の経営は逼迫、解
散寸前の状態に陥る。山田は 1951（昭和 26）年に学
園の理事に就任、その危機を脱するために身を砕く。
松前が復帰した学園は 1955（昭和 30）年に東京都
渋谷区への移転を断行。経営は徐々に持ち直していっ
とりで

た。その“再起の砦”となった代々木校舎１号館は同
年 11 月 12 日に竣工した。学園の財政難を目の当たり

航空科学専門学校開校に協力。45 年に逓信省を退
官、49 年に株式会社山田守建築事務所を開設した。
51 年に東海大学の建設担当理事、工学部建設工学
科（現・建築学科）教授に就任。学園の各校舎設計
と並行して日本武道館（64 年）や京都タワービル（同
年）という大プロジェクトを手掛ける。66 年 6 月
13 日、胃がんのため 72 歳で逝去。作品総数は 300
点に上る。東海大学ではその功績をたたえ 67 年に
湘南校舎に胸像を建立。66 年度から「山田守賞」
を人物・学業ともに優れた工学部生に贈っている。
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1962 年９月、三高建設予定地で行われた地鎮祭。前列右端が松前重義、
その左に山田守。奥には大学から遠征した学生ブラスバンドの姿もある
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にしてきた山田は、自身も個人事務所を構える身であ
りながら、その設計料を受け取らなかったという。
各地に分校舎や付属校の開設が相次ぎ、その施設設
計、建設指揮を執る山田は多忙を極めた。そうした中
でＹ字型建築が教育施設に転用されるのは、自然の流
れだった。通風と採光に優れ、他の教室の生徒と視線
が交わることがない。学舎としても優れたデザインを
持ち、山田のイニシャルにも通じるＹの文字は、学園
の発展とともに全国に刻まれていくこととなった。

槌音➡開校後も響いてやまず

1963 年４月 13 日、三高の第 1 回入学式。中央管理塔の向かって

長野県の中ほどにあり、58 年に市制を施行したば
かりの茅野市も、熱心に学園の高校を誘致した。記録

左側にはまだ翼がなく、仮の壁でふさがれている

決められた。

をたどると、1961（昭和 36）年 10 月 26 日、臨時市

そうして迎えた年４月 13 日、三高の開校式・第１

議会で東海大学付属高校の誘致案件が正式可決。1962

回入学式当日。そこにある校舎はまだ、Ｙ字型をし

（昭和 37）年３月 23 日付で学園は理事長室の下に第

ていなかった。前日の 12 日に終わったと記録される

三高校設立事務課を設置、また第三高校設立促進委員

第 1 期工事でできたのは、螺旋スロープを備えた５階

会を発足させた。同年４月 28 日、茅野市玉川公民館

建ての中央管理塔と、そこから北へと延びる９教室が

で 40 人の地主と校舎の敷地となる約１万８千坪の土

入った３階建ての第１翼のみ。第２、第３翼が竣工し

地仮契約が交わされる。９月５日、地鎮祭を挙行。そ

Ｙ字型が整うのは半年後の 10 月 19 日のことだった。

の席で山田はＹ字型校舎について「耐震、耐火、通風、

さらに「昇降棟」の増築完了が 1977（昭和 52）年 12

音響などを考慮した近代的な校舎で、明春３月までに

月 20 日。当初２階建てだった昇降棟だが、1980（昭

第 1 期工事を完了する」と説明している。12 月５日、

和 55）年には３階部分が上乗せされ、２教室が増設

茅野市役所で地域の教育関係者を対象に説明会を実

された。

施。出席者は三高の敷地に移動し、校舎建設現場を視
察した。1963（昭和 38）年３月 30 日、三高で第１回
教員会。２週間後に迫った開校式の次第や役割分担が

蓄積➡寒冷地の風雪に耐えて
「標八三四米」―第三高校正門近くにある立て札
は、同校が標高 834 メートルという高地にあると示し
ている。八ヶ岳連峰をはじめとする山々に囲まれ、冬
場の最低気温がマイナス 10 度を下回ることもある茅
野の地で、三高のＹ字型校舎は文字通りの“風雪”に
耐えてきた。しかし、増改築を繰り返した建物は、そ
の接合部が弱点にもなる。壁面にできたわずかな欠落
や裂け目から、雨や結露などで水分が入り込み、それ
が冬場には凍結する。凍結は体積の膨張を伴うため、
さらにひび割れを増大させる。Ｙ字型校舎はじわじわ

1962 年 12 月５日、説明会出席者が三高の校舎建設現場を視察

山田守建築事務所が設計した学園のＹ字型建築物

建物名称
代々木校舎２号館
第二高校旧１号館
湘南校舎１号館
翔洋高校旧 1 号館
第三高校旧１号館
第四高校１号館
第五高校１号館
旭川校舎１号館
阿蘇校舎 1 号館

所在地
東京都渋谷区
熊本県熊本市
神奈川県平塚市
静岡県静岡市
長野県茅野市
北海道札幌市
福岡県福岡市
北海道旭川市
熊本県熊本市

竣工式典実施日
1958 年６月７日
1962 年９月８日
1963 年６月８日
1963 年 10 月 12 日
1963 年 10 月 19 日
1964 年６月 20 日
1967 年４月 10 日
1971 年 11 月９日
1973 年１月 12 日

延床面積
4934.16㎡
3228.06㎡
14566.27㎡
3119.54㎡
4020.81㎡
3007.10㎡
7982.81㎡
8414.34㎡
6961.88㎡

とダメージを蓄積させていった。もとより第 1 期工事
※代々木校舎２号館のみＸ字型、竣工順

形状・備考
地上５階＋塔屋３階＋鉄塔。Ｘ字型
地上３階＋塔屋２階。2003 年 12 月 12 日の新校舎竣工後に解体
地上４階＋塔屋４階＋鉄塔。当初１階吹き抜け
地上３階＋塔屋２階。旧工業高校１号館
地上３階＋塔屋２階。2008 年 12 月 24 日の新校舎竣工後に解体
地上３階＋塔屋２階。一部地下１階
地上５階＋塔屋２階。当初地上４階＋塔屋３階
地上３階＋塔屋３階＋鉄塔。一部地下１階。螺旋スロープなし
地上３階＋塔屋２階＋鉄塔。螺旋スロープなし
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は寒中期の施工。当時は人力でコンクリートを打設し

する専門調査会」の示した地震防災強化地域の見直し

ており、
冷え固まった層の上に次の層を流し込むため、

案を了承、三高のある茅野市も追加指定地域となった

多層状となる。建設技術が向上した近年、強度の不足

ためだ。Ｙ字型校舎（１号館）と 1971（昭和 46）年

が懸念されていた。

竣工の２号館は耐震基準を満たしていない。学園・三

Ｙ字型校舎は 1978（昭和 53）年と 1993（平成５）
年に外壁を塗り直した。創立 30 周年に当たる 1993 年

高は引き続きテック社に耐震基準クリアに向けての検
証を依頼する。

は茅野市からの助成も得て内装も改修。雨漏りの補修

選択肢は２つ。現在の校舎を耐震補強するか、新た

や床の張り替え、窓枠のアルミサッシ化なども行われ

に校舎を建設するか。しかし、現校舎に補強のための

た。1996（平成８）年には塔屋スロープと昇降棟陸屋

柱や壁を増設すると、出入口をふさいだり、ただでさ

根の防水工事も。しかし、メンテナンスを繰り返して

え狭い廊下がさらに狭くなるなど、使い勝手が著しく

も老朽化の進行は止められない。水面下で建て替えの

悪くなる。耐震補強のために避難通路が確保できなく

必要性が語られ、施設の将来像が検討されてきた。

なっては、本末転倒ではないか。もちろん、経済的な

維持➡快適さと安全性を求め

側面もある。私学である以上、志願者が集められなけ
れば立ち行かない。雨漏りがするなど老朽化が進んだ

学園の施設の新設や維持管理は東海大学事務部ファ

現校舎に、これ以上の資金を投じるのは得策といえな

シリティ課が統括している。同課が現在、設計業務の

い。テック社から提出された検証結果から、新校舎建

依頼先の１つとしているのが、株式会社テック建築事

設へと舵が切られた。

務所だ。同社は学園の関連会社だった旧東海建設株式
会社から、設計部門のスタッフが独立し設立した会社
で、オフィスを代々木校舎の隣接地に構えている。４

転生➡そしてＹはコになった
テック社への依頼は、2004（平成 16）年度に入っ

人の社員全員が東海大学工学部建築学科の卒業生で、

て新校舎の設計を前提にした「新校舎計画に伴う基本

そのうちの 2 人、
五味徹也氏と前嶋毅氏は三高の出身。

構想策定業務」へと正式に移行。ファシリティ課と三

ファシリティ課では「建学の精神という“共通理解”

高、テック社との間で幾度となく話し合いが繰り返さ

があり、他社への発注に比べ障壁がない」（本間功一

れた。豊かな人間性、国際性、創造性を持った人材を

課長補佐）とメリットを挙げている。なお、コスト面

育成する―学園の建学の精神を踏まえた上での、三

に着目すると、コンペティション（競争設計）方式で

高としての教育目標を再確認し、それを実現し得る施

はないが、施工先を選定する段階で複数の企業から見

設として、新校舎のコンセプトが固められていった（次

積もりをとり、競争原理を働かせているという。

ページ図参照）。十分な耐震性、快適な通風・採光・

建て替えはもちろん、大規模改修でも設計を伴う。

室温、動線、教室の稼働率、環境負荷軽減、建設費・

ファシリティ課はそれを視野に三高の修繕作業の監修

維持費の低コスト化、ユニバーサルデザイン、地域へ

や強度調査をテック社に依頼。1999（平成 11）年に

の開放。テック社は基本構想策定業務のまとめとして、

は第１翼（Ａ翼）のコンクリート強度調査が行われた。

たたき台となる報告書を 2005（平成 17）年３月に提

建て替えが現実味を帯びたのは 2002（平成 14）年
４月のこと。政府「中央防災会議」が「東海地震に関

出した。
報告書を受けた三高側は、校長をはじめとする管理
職、各部門の主任など責任者ら 10 数人で「新校舎建
設委員会」を組織。意見や要望を設計チームにぶつけ
た。三高が蓄積してきたのは校舎のダメージだけでは
ない。教職員が 40 数年来培ってきた教育・運営のノ
ウハウが、そこに込められた。テック社は三高の要望
を受け止め、提案というかたちで再び投げ返す。キャッ
チボールによって、それぞれが思い描く理想の学舎が
１つのかたちに集約され、現実の建物へと落とし込ま
れていった。

1965 年の校舎全景。この年竣工した「かまぼこ型」の体育館も山
田が得意としたデザイン
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三高側がこだわった条件の１つが、教室の広さと採
光だ。理科教諭として教壇に立ち、新校舎建設委員会
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三高としての戦略

運営方針

安全性

●学校運営基盤の充実
●学校運営費の適正化
●東海大学付属校
としての位置付け

●人に優しい学校づくり
●老朽化既存校舎の改善
●ユニバーサルデザイン
●セキュリティ対策

教育目標

2009.12.25

かり合いこそ、いい建物をつくる条件ともいえるんで
施設計画基本コンセプト

す」
建設現場のスケジュールを管理した春間氏には、基

アメニティ
（快適性）

●豊かな人間性を持った人材の育成
●国際社会に主体的に生きる人材の育成
●創造性豊かな人材の育成
●教育の多様化への対応・教育力向上

施設環境
整備

周辺環境
との調和
●地域に密着した学校
●地域に開かれた学校

多様性
バラエティ

礎工事を年内に終了させるという課題もあった。寒中
期の施工を避けるためだ。

魅力ある学校づくり
●ハイクオリティ・スクール
●インフォメーション・スクール
●ヒューマン・スクール
●セイフティ・スクール
●ユニバーサル・スクール
●コミュニティ・スクール
●エコロジー・スクール

フレキシビリティ

「辺りが真っ暗になってからもずいぶん工事の音が
聞こえていたよ」と三高の原田良久事務長。春間氏は
高機能
集約化

三高の教育目標と新校舎のコンセプト（テック建築事務所提供）

「冬休み前の校内には当然、生徒さんがいる。土日と
平日の放課後にどれだけ作業を進められるか。授業の
邪魔にならないよう気を遣いました」と説明する。
2008（平成 20）年１月、２月は工事をストップさせ、

で中核を担った黒坂道生教頭は、「Ｙ字型校舎はシン

基礎の状態でひと冬を越させる。寒風が幾分やわらい

ボルとしてのアピール度は高かったが、陽当たりの格

できた３月、いよいよ上物の建設が始まった。

差が大きすぎた。生徒が学校生活で最も長い時間を過

大学を卒業後、株式会社竹中工務店に就職した春間

ごす場所が教室。狭い・暗い・寒い、教室の“三重苦”

氏。およそ 15 年間の経験を積んで、父親が経営する

を解消するため、全教室を南向きに、と要望した」と

春間工務店に入社した。

いう。

「竹中工務店にいたころ、学校の校舎建設現場を２

普通教室の面積を従来の 75 平方メートルから 85 平

つ経験しました。うまくいった部分も、今思えば反省

方メートルへと拡大。各学年を８クラスとして、全

する部分もあります。三高は母校でもあり、山田守

24 教室。予算の都合もあり、建物の高層化は許され

先生の作品に代わる新校舎をつくる、というプレッ

ない。３、４階建て程度が適切か。とはいえ８教室を

シャーもありましたが、逆にこれまでの経験を生かし、

一列に並べるだけの土地はない。４教室ずつの２ブ

集大成といえるものにしようと思い、完成させるのが

ロックに分け、日陰が避けられるだけの距離をとって

楽しみでもありました」

並行に配置、廊下を北側に設ければ、全ての教室の窓
が南向きになる。両ブロックを職員室など他の諸室で
つなぐ。
コの字型の校舎案はそうして浮かび上がった。

構築➡ものづくりは人づくり
2008 年４月 30 日、三高に入学して間もない１年生

教室という基本単位を決めたら、そこに備える黒板

292 人がＹ字型校舎の屋上に集められた。生徒たちの

やロッカー、照明スイッチやコンセントの位置など細

視線の先には五味、前嶋、春間の３氏をはじめとする

部を検討していく。そこでも当然、教育現場と設計側

工事関係者。その向こうに新校舎の建設現場が広がっ

のやりとりは繰り返された。新校舎の図面が固まり、

ていた。学園の付属高校が原則１年生を対象に行って

ファシリティ課が受け取ったのが 2007（平成 19）年

いる授業、「高校現代文明論」の一環だった。

７月 25 日。10 月 13 日には地鎮祭が行われた。

「通常、工事現場というものは閉鎖されていて、外

衝突➡いい建物をつくるため
新校舎の施工を担当したのは、共立・春間建設共同
企業体。その一翼を担った株式会社春間工務店は長野
県内にある建設会社で、以前から三高諸施設の施工を
手掛けてきた。同社専務の春間光也氏は、三高出身で
東海大学工学部建築学科を 1987（昭和 62）年度に卒業。
テック社の五味氏とは高校・大学とも同期生という間
柄だ。
「五味とは今回、何度もぶつかりました。設計側は
なるべくシンプルに見せたがる。我々施工側は多少無
骨に見えても安全を重視する。しかしどちらかに偏っ
て、バランスを欠いてもいけない。設計と施工のぶつ

2008 年 4 月、Ｙ字型校舎屋上で行われた 1 年生対象の「高校現代文
明論」。新校舎建設の概要を、工事に携わる三高の卒業生が説明した
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部からは見えない。けれど、これから自分たちが学ぶ
校舎ができていく様子を、ぜひ生徒たちに見せたかっ

▼下の写真は 1983 年 8 月撮影。左から右へ野球場、テニスコート、駐車場、円柱
形の昇降棟を備えたＹ字型の 1 号館、Ｙ字の 1 辺の延長線上に２号館があった

た。日本のものづくりの空洞化とか、理系離れなどが

▶右ページの写真は 2009 年９月撮影。コの字型の新 1 号館は旧テニスコートと駐
車場跡地に建てられた。設置場所は様々に検討されたが、仮設校舎を建てる費用や

叫ばれているが、この校舎の建設には実際、三高の先

時間的なロス、他の施設との動線などを総合的に考慮して選定された。旧Ｙ字型校

輩を含めた延べ３万人という作業員の皆さんの様々な

館で、旧２号館内にあった特別教室を移設、新２号館と改称された。順に左へ、エ

苦労と工夫、思いが込められている。これ以上ない教
材といえるのでは」と、仕掛け人の黒坂教

舎跡にテニスコートを新設。屋上がエンジ色の四角い建物が 1988 年竣工の旧３号
ンジ色で山なりの屋根の総合体育館、今回かまぼこ型から建て替えられた第２体育
館、2000 年竣工の望星学塾と食堂、野球場の南の旧望星学塾は駐車場になった

頭は力説した。
特別講師を務めた面々はそれぞれに新校
舎のコンセプトや構造などを説明。春間氏
は「心を込めて工事に当たっていると話し
ました。少しでも建築に興味を持ってもら
えれば」と、ささやかな期待を寄せていた。
山田守も実地教育を重んじた。この日屋上
に集まった生徒の中から、さらに次代を担
う建築家が誕生するかもしれない。

竣工➡それぞれの思いを込めて

引いても、その献身的な姿に胸を打たれた」と労をね
ぎらった。

2008 年６月 29 日、三高で同窓会の定期総会が開か

それぞれが役割を全うし、2008 年末、新校舎が竣

れた。議事終了後には「旧校舎お別れ会」が実施され、

工した。当初の竣工予定は 2009（平成 21）年３月。

同窓会が制作した映像『Ｙ字型校舎 45 年間ありがと

卒業まで数カ月でも、３年生が新校舎で過ごせるよう

う。
』を上映し、それぞれが高校３年間を過ごした思

に、との思いが３カ月もの工期短縮を実現させた。

い出の場所を見て回った。

竣工式は 2008 年 12 月 24 日午前に行われた。クリ

同窓会長で 1 期生の両角武晴氏が、「これでＹ字型

スマス・イブに合わせた、地上４階建て、延床面積

校舎もなくなるのか」と寂しそうにつぶやくのを聞い

7161.46 平方メートルの大きなプレゼント。いや、冬

た五味氏は、思わず「なくなるんじゃありません、生

季休業中だった生徒たちにとっては新年のお年玉と

まれ変わるんです」と応じてしまったという。

なった。2009 年１月７日、新校舎に初めて足を踏み

「自分はそんな大それたことを言える立場ではない

入れた生徒からは黄色い歓声が上がり、大変な騒ぎ

のに。ですが、それだけの気持ちを新校舎には込めて

だったという。

います。Ｙ字型校舎は採光と通風に優れた構造に、自

入魂➡本当の変化へ挑む

然環境を巧みに融合させた素晴らしい作品。私として
も建て替えは寂しい。しかし母校のために精一杯の努

2008 年 12 月 24 日午後、竣工式に続いて行われた

力をしようと気持ちを切り替えました。この事業に立

祝賀会で、髙山校長は参列者に謝辞を述べた。その中

ち会えたのは最高の幸運でした」

で式の一昨日にあたる 22 日、冬季休業を明日からに

前嶋氏は三高で、１学年先輩の五味氏とともにバス

控えた生徒たちに向けて語った言葉が披露された。

ケットボール部に所属していた。髙山勝裕校長は当時、

「このＹ字校舎には、１万３千人になろうとする先

同部の顧問。やりやすい面も、その逆もあっただろう。

輩方の思いがこもっている。その先輩たちの分までき

前嶋氏は言う。
「とても苦労しましたが、楽しかった。

れいに掃除をして、感謝して、扉を閉めよう。休みが

それも三高の教職員、法人本部の皆さんの協力があっ

明けたら、新しい校舎で授業が始まる。これから 40 年、

てのこと。心から感謝しています」。

50 年と後輩が続いてくる。その最初に扉を開けるの

設計の仕事は、図面を引いて終わりではない。週に
１度は建設現場に出向いて、設計図どおりに工事が進
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ていたのが前嶋さん。三高の卒業生であることを差し

が、君たちだ」
新校舎への引っ越しが完了した 2009 年１月半ば、

んでいるかチェックをする。変更せねばならない個所

Ｙ字型校舎は取り壊され、跡地にテニスコートが整備

が出てきたとき、どのように対応するか各部署と協議

された。第２体育館（1965・昭和 40 年竣工）の跡地

する。
原田事務長は、
「各方面との調整に、一番走り回っ

には２月 28 日、新第２体育館が竣工。さらに３号館

TES Archives News № 4
◀廊下幅は約２ｍで旧来の

◀職員室は 3 階の南西角に

1･5 倍に。大きな窓で光を取

ある。ガラス張りで吹き抜け

り込みつつ、外からの視線が

に面し、上下階の往来にも目

気にならないようスモーク処
理した。ドアは押し／引き式

が届く。生徒と教員の信頼関
係、校内の秩序と調和の醸成

の案を改めスライド式を採用

を目指したデザイン

2009.12.25

▲コの字の３辺に囲まれた中
庭。正面のガラス壁面には地
域の象徴・八ヶ岳連峰が映る
▼吹き抜け。両側に通路を設
け、式典などで講堂から退場
する生徒と来賓の動線を区分

◀教室は旧校舎の 75㎡から
85㎡に拡大。旧校舎では廊
下に設置していたロッカーも
教室後方に収めた。掃除用具
入れやゴミ箱との奥行きが揃
い、すっきりとした印象

◀生徒昇降口。奥は吹き抜け、
ガラス壁面の向こうに中庭が
ある。西から東へと扉をくぐ
る向きに設定され、生徒は登
校時、八ヶ岳に対面し、朝の
明るい日差しに迎えられる

（1988・昭和 63 年竣工）の内装を全面改修し、旧２号

せてみる。現代において「採算度外視」というのはナ

館にあった音楽室や物理、化学、生物、３つの実験室

ンセンスだろう。しかし、どのような仕事においても、

といった特別教室を移設、３月下旬に旧２号館が取り

周囲との信頼関係の構築は不可欠だ。そのためには、

壊された。これで三高の全施設が耐震基準をクリアし

全力を尽くし、誠心誠意を尽くすこと。さらに、与え

たことになる。一連の施設設備リニューアルは 45 周

られた条件のもとで、可能な限り高い目標を掲げ、実

年記念事業の一環と位置付けられ、７月５日に挙行さ

現に向けて努力する。建築に関して言えば、その空間

れた式典で、その全容が千人を超える参列者に披露さ

で生活する人々―学校校舎なら生徒、保護者、教職

れた。小倉大悟生徒会長（３年生）は、「先輩たちの

員、地域住民たち―の安全性と快適性を追求する。

熱い思いを引き継ぎ、生徒一丸となって新たな伝統を

それをデザインと、建設技術とで具現化する。

築いていきたい」と誓った。
校舎も、教室も、机や椅子も、何もかも新しくなっ
た。黒坂教頭は「今度は我々の番」と襟を正す。

山田は学園に、校舎という有形の財産を残した。時
を経て、それが別の形に建て替えられても、物事に取
り組む姿勢という無形で遺した財産は、確実に記録し、

「情報機器も視聴覚機器も充実したが、それを活用

受け継いでいかねばならない。その意味で、三高の新

するのが新たな課題。教員がチョーク１本で進行する、

校舎は山田への恩返しであり、有形・無形の教えに対

旧態依然とした授業ではいけない。授業が変わらなけ

する「アンサー」と言えるだろう。

れば、本当の意味での変化はない」
教室が基本の生活場所なら、そこで行われる授業こ

五味氏は言った。「Ｙ字型校舎がそうであったよう
に、公立校にはない、垢抜けたデザインを目指した。

そ基本中の基本。素晴らしい“仏”ができた。今度は

高校単体としてではなく、その先の大学、学園全体の

そこに、生徒と教職員とで“魂”を入れていく番だ。

存在をも感じさせるようなデザインを」。受け取り方

きれいごとの理想論ではない。現実に今回の建て替え

は人それぞれだが、Ｙ字型と同じように、コの字型の

事業の費用は、茅野市からの助成と、同窓生などから

新校舎も、清廉さを放ち、誇らしさを抱かせる。そう

の寄付を除けば、ほとんどが借入金で賄われている。

思えてならない。

教育施設だけではなく、教育内容を充実させ、三高の
魅力をアピールしていかねばならないのだ。

継承➡理想の学舎づくり
山田守が身をもって示し、遺したものに、想いを馳

第三高校の新校舎づくり。そこに三高と湘南、２つ
のＹ字型建築で学んだ卒業生が関わっていたのは、偶
然にすぎないかもしれない。しかし紛れもなく、学園
が連綿と続けてきた教育の、１つの成果とも言えるは
ずだ。

★
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case ２

27 回の来室
学園史編纂員

高橋 祐子

場合はデジタルデータで提供する。準備が整ったと連
絡すると、29 日に受け取りに来た。
＊

東海大学文化部連合会（以後「文連」と略

11

す）常任委員会渉外局長の江連雅博さん（当

だいた方がよいと思われる文書があり、段ボールにま

時文学部歴史学科西洋史専攻４年）が、思い詰めた様

とめました。７箱あります。受け入れていただけます

子で当センターを訪れた。

か？」

建

学祭も近い 2008（平成 20）年 10 月 24 日、

江連さんは、自分の気持ちを言葉に込めながら「来

月 10 日に江連さんから電話が入った。「文
連常任委員長了承のもと、本部部室の整理
を行いました。貴センターで保管していた

ありがたい申し出だった。その熱意の表れに「お待

年（2009・平成 21 年）文連が創立 50 年を迎えます。

ちしています」と即答した。４人の文連役員が重たそ

３月１日に記念式典を行い、あわせて記念誌を作成す

うに段ボールを運んできた。

るのですが、こちらのセンターにどれだけ資料がある

翌 12 月、『青い鳥 東海大学文化部連合会三十年記

か、確認させていただけますか」という。それから約

念誌』（1989・平成１年発行）と『文化部連合会 40 周

半年間、当センターに通い続けた。

年記念誌』（1999・平成 11 年発行）がみつかったと持

当センターでの資料確認は、まずコンピュータに入

参して来た。その後にも「譲れないけれど貸し出して

力されたデータベースで検索をする。文連が過去に

複写してもよい資料があった」と、届けてくれた。そ

発行した『なぜ叫ばぬ

して文連所属の各団体にも資料の移管について声を掛

かたつむりたち』（10 年史、

1970・昭和 45 年発行）、『無頼漢―20 年間歩きつづけ

けてくれたおかげで、社交舞踏研究会、考古学研究会、

たならず者』
（20 年史、1979・昭和 54 年発行）、『東

映画研究会、探検会、書道研究会、演劇研究会の資料

海大学文化部連合会 45 周年記念誌―翔華』（2004・平

を保管することになった。

成 16 年発行）等の保管があった。
通常、資料の原本は貸し出しせず、複写したものを
提供する。展示や出版、印刷に関わる写真画像などの
【文 化 部 連 合 会】
学 生 が 課 外 活 動 で 在 籍 す る ク ラ ブ、 サ ー ク ル な ど
の 連 合 組 織 で、 文 化 系 の 団 体 が 所 属。 そ れ ま で の 学

このとき、１つの提案をした。1964（昭和 39）年
度に文連常任委員会の委員長を務め、1989（平成１）
年の「30 年史」発行を教員としてサポートした鶴岡
靖彦先生（理学部物理学科教授）に協力を仰ぐように
勧めた。江連さんは「さっそく、ごあいさつを兼ねて
お願いをしてきます」と帰っていった。

生 組 織 だ っ た「 学 友 会 」が 改 組 し た「 学 生 会 」の 下 に 、

年末の 12 月 22 日、江連さんは、お願いがあると入

体 育 会 な ど と と も に 1960 年 ５ 月 28 日 付 で 発 足 し た 。

室してきた。「50 年記念誌の作成について鶴岡先生に

1967 年 度 に 代 々 木 か ら 湘 南 へ 本 部 が 移 転 。

ご協力をいただけることになりました。印刷会社と
東海大学文化部連合会の歴史
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発足したばかりの新制東海大学駒越校舎
（現 静岡市清水区） 1950年（昭和25）
４月

文連草創期代々木時代の原子力研究部
1960年（昭和35）建学祭

代々木校舎全景

1956年（昭和31）

完成間近の湘南校舎１号館

文化部連合会新入生歓迎会
創立 周年記念誌 表紙

『東海大学文化部連合会創立 50
年記念史 足跡』（2009 年３月
１日発行・A4 判・本文 48 ペー
ジ）松前達郎総長をはじめ文連
が発足した 1960 年の常任委員
会委員長、2009 年の委員長ら
４人の寄稿文を巻頭に、文連と
大学のトピックが対照できる年
表や、文連構成団体の変遷、文
連所属の 26 団体（2008 年当時）
の紹介からなる
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1963年（昭和38）
５月

1963年（昭和38）

茶道研究会 1967年（昭和42）
新入会員歓迎茶会（於：天徳寺）

管弦楽研究会（現 管弦楽団）1970年（昭和45）
第４回定期演奏会（於：杉並公会堂）

湘南校舎空撮

1967年（昭和42）
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の打ち合わせも進んでいます。ついては、貴センター

再校ゲラ、18 日に三校ゲラが着いた。しかし 20 日に、

にも内容を一覧していただけませんか？」という要望

江連さんが「写真が１点だけ入手できない」と青い顔

だった。この日ジャズ研究会から資料の持ち込みがあ

をして飛び込んできた。すぐに鶴岡先生にご相談して

り、江連さん立ち会いのもと預かった。

手配のお願いをした。これで入校原稿はすべてそろい、

24 日にも 48 ページにわたる台割り表を見せながら
「文連の年表に並列して大学の年表が欲しいのですが、

印刷を依頼している株式会社山久プランニングの関戸
英代氏に渡して、記念誌に関する全作業は終わった。

６ページ分の作成をこちらで頼めますか？」と依頼が

一方、２月下旬になると長谷山さんからの電話が続

あり、
当センターのスタッフが今まで蓄積してきた「学

いた。式典に招待する方々について、文連時代の役職

園年表」をもとにして簡略な「大学年表」の作成を始

と在学年次の確認である。「失礼があってはならない

めた。

ので」と注意深く作業にあたっている。

新

＊

27 日に文連に所属する考古学研究会の山田和毅さ

年明けてすぐ、2009（平成 21）年１月９

ん ( 当時政治経済学部経営学科３年、現在文連常任委

日に江連さんは後任局長の長谷山晴彦さん

員会副委員長 ) が現れた。「式典で大学近隣の方々の

（当時文学部アジア文明学科３年 ) を同道

コメントを紹介します。背景に流す映像に、湘南校舎

した。式典は彼が責任者となるので、今後の引き継ぎ

の写真も入れたいと思っているのですが」ということ

を兼ねた紹介のためだった。

だった。

この日江連さんは「卒業論文を年末に必死で書き上

当センターでは本学の歴史をテーマとした写真展を

げました。あとは記念誌作成に没頭します」という。

毎年２回ほど主催している。過去に使用した画像の中

14 日には「各団体からの原稿は集めました。２月３

から、昭和 30 年代のものを数枚提供した。各部の写

日に全原稿を印刷所に回します。お願いしている大学

真は、前年 12 月以降に文連所属の６団体より寄贈さ

年表と年表に挿入する写真は２月 16 日までに揃えて

れたアルバムから直接撮影し直すというので４冊を貸

いただけますか」と締め切りの催促があった。

し出した。

１月 29 日に「大学年表」を提供する時、引き換え
に江連さんは自ら作成してきた文連の行事年譜を机に
置いた。その内容確認を依頼するとともに、追加事項
の相談をした。思案顔をしながら「各クラブの一覧表
も欲しいんですが……」と欲が出たことを打ち明ける。

３

＊
月１日の式典は、東京都千代田区・霞が関
ビルにある東海大学校友会館で和やかな内
に終わった。

その後、式典関係の資料を預けるために、江連さん

そこで『東海大学新聞』、『キャンパスガイド』、建学

と長谷山さんが交互に来室した。２人とも口元にやっ

祭のパンフレット等で各部の変遷を当センターのス

と笑みがこぼれるようになった。学位授与式の 25 日

タッフが追うことにした。

には学位記と、後輩からプレゼントされたピンクの花

２月９日に「初校ゲラを受け取りました！」と嬉し

束を持って江連さんが最後の来室に訪れ、今までの感

そうに駆け込んできた江連さんは、「これから鶴岡先

謝を込めて深々と頭を下げた。帰っていくその後ろ姿

生にも届けます」と言ってきびすを返した。13 日に

に、拍手を送りたいほどだった。

★

東海大学文化部連合会 50 年企画
文連は 2009 年の建学祭期間（11 月１日～４日）に湘南校
舎１号館３階の４教室を会場に、所属 27 団体の歴史と現在
をテーマとする展示を行った。このうちジャズ研究会は長く
部室に置かれていたという金管楽器ユーフォニアムなどを展
示。この楽器は 2008 年 12 月 22 日にジャズ研究会から当セ
ンターが受け入れた資料の一部で、今回の企画に際して貸し
出したもの
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三大学統合に伴う資料整理
学園史編纂員

椿田 卓士

東海大学は 2008（平成 20）年４月、学園傘下の九州東海大学、北海道東海大学（以下、九東大・北東大
と略す）と統合し、日本全国に 10 キャンパスを擁する総合大学として新たなスタートを切った。
学園史資料センターでは、学園史資料の収集・保存・活用という観点はもとより、この統合を期に想定さ
れる資料の廃棄あるいは散逸といった事態に備えるため、統合した両大学の史資料にも視野を広げ、その調
査整理を進めている。
本稿では、統合という組織の大きな改変に伴う史資料の調査整理について、これまでの経緯と、具体的な
取り組みをまとめ、紹介していくこととする。

1 前身校の成り立ち
統合した九東大と北東大は、同じ学校法人傘下では
あるが、東海大学とは別系列の学校機関である。両大
学の成立過程を追っていく。下表を参照されたい。

を背景に実現したものであり、「東海大学札幌校舎」

ページに掲載）
。この一覧は、学園史資料として将来

として北海道における進出の先陣を切っていた。この

的に保存の必要があると想定される資料をまとめたも

「札幌教養部」は、1977（昭和 52）年に旭川市で北東

ので、あくまでもセンター側が独自に作成した参考資

大が開学した後も、いわば学園のもう１つのキャンパ

両大学とも、文書の保管は学校法人の文書保管規程

北東大の札幌キャンパス、国際文化学部と工学部の教

に準拠しているものの、実際にはそれぞれの部署にお

育・研究の舞台として新たなスタートを迎えた。2008

いて保管の基準が異なっている部分も少なからずあ

（平成 20）年の統合により、工学部は生物理工学部と

り、現用・非現用文書の状況を把握するには相応の時

なり、国際文化学部、旭川の芸術工学部とともに東海

間がかかることが確認された。あわせて、統合後も学

大学の新しい学部となった。

生が在籍し業務運営を継続しなければならないという

成 20）年の統合を期に応用情報学部は総合経営学部

ニーズを反映しながら、開学当初よりそれぞれ独自の

に、工学部は産業工学部に改組され、農学部とあわせ

由来と沿革を歩んできた。

一方、北東大は、1972（昭和 47）年北海道旭川市に「東
海大学工芸短期大学」が開設されたのが始まりである。

料である。

スとして併存していた。1988（昭和 63）年４月には

このように、九東大と北東大はそれぞれの地域の

て東海大学の新しい学部となった。

2 調査の経緯

事情もあり、資料の選別や移管については各校舎職員
とさらに慎重に協議を進める必要が生じた。
協議の段階において、さしあたって収集保存したい
はんちゅう

資料の範疇を、大きく３つに分けて方向性を提示した。
１つは、九東大・北東大それぞれの前身校である東海

統合を迎えるにあたり、これまで当資料センターで

大学短期大学部・東海大学工芸短期大学時代の資料保
きっきん

九東大は、1964（昭和 39）年 4 月、既設の静岡・

飛騨高山（岐阜県高山市）と並ぶ木工の町、家具の一

は、前身の資料室時代も含めて、九東大・北東大両大

存を喫緊の課題とすることである。改組によりすでに

高輪に続く学園３つ目の短期大学部として熊本県熊本

大生産地として知られる旭川で、木材の高度利用と文

学からの体系的な学園史資料の収集・調査はほとんど

失われた両大学前身組織の資料ゆえに、最も散逸が危

市に開学したのが嚆 矢である。その後、1973（昭和

化創造を担う人材育成を掲げて開学したものである。

行っていなかった。わずかに、同窓会や後援会、ある

惧されたことによる。

48）年の九東大の開学により、４年制の工学部へと移

1977（昭和 52）年、同短大は４年制の北東大と改組

いは教職員個人からの資料提供にとどまっており、そ

行した。同年、熊本県内の阿蘇にも工学部の教養課程

するとともに、芸術工学部として生まれ変わった。

れも数量的には微々たるものであった。したがって、

資料である。年史編纂事業のために収集された素材資

なお、それに先立って北海道札幌市に、東海大学工

本格的な調査はこの統合の機会が初めての取り組みで

料で、通常は刊行後不要となり返却または遺棄される

1980（昭和 55）年に農学部が阿蘇校舎に開設すると、

学部の教養課程の学生（1、2 年次生）が通う「札幌

あり、当初の段階からまったくの手探りの状態で始

ことも多いが、まとまって維持保管されている資料が

熊本校舎は工学部のキャンパスとして一本化された。

教養部」が 1967（昭和 42）年４月より開かれた。こ

まったといえよう。

あれば収集の対象とした。これまでに両大学で編纂さ

2000（平成 12）年には応用情報学部を新設、2008（平

れは、当時工科系大学の少ない地元北海道からの要望

こうし

（1、2 年次生教育）のための校舎が設けられ、続いて

まず最初に、両大学の学長・事務部長に書簡形式の

九州東海大学

北海道東海大学

熊本校舎 熊本県熊本市渡鹿 9-1-1
阿蘇校舎 熊本県阿蘇郡南阿蘇村河陽
〈主な沿革〉
1964 年 東海大学短期大学部開学［熊本］
電気科、機械科設置
1971 年 建設工学科設置［熊本］
1973 年 九州東海大学開学。工学部設置
［熊本＝専門課程、阿蘇＝教養課程］
1980 年 農学部設置［阿蘇］
2000 年 応用情報学部設置［熊本］
応用情報学部を総合経営学部、工学部を
2008 年 産業工学部に改組［熊本］、農学部［阿蘇］
とともに東海大学の学部として開設

熊本
阿蘇
札幌
旭川

東海大学短期大学部
64

札幌校舎 北海道札幌市南区南沢 5 条 1 丁目 1-1
旭川校舎 北海道旭川市神居町忠和 224
〈主な沿革〉
1967 年 東海大学札幌教養部開設［札幌］
1972 年 東海大学工芸短期大学開学［旭川］
産業工芸コース、建築工芸コース設置
1977 年 北海道東海大学開学。東海大学工芸短期大
学を母体に芸術工学部設置［旭川］
1988 年 東海大学札幌教養部を改組し北海道東海大
学国際文化学部、工学部設置［札幌］
工学部を生物理工学部に改組、国際文化学
2008 年 部［札幌］、芸術工学部［旭川］とともに東
海大学の学部として開設

九州東海大学工学部
73
九州東海大学工学部教養課程

九州東海大学農学部
67
80
88
東海大学札幌教養部
北海道東海大学国際文化学部
72
77
北海道東海大学工学部
東海大学工芸短期大学 北海道東海大学芸術工学部

現地での１回目の打ち合わせは、九東大が 2007（平
成 19）年８月 22 ～ 25 日にかけて、北東大は同年９
月 25 ～ 28 日にそれぞれ実施した。統合に伴う学園関
係資料の収集・整理の主旨と将来的保存の重要性につ
いては、おおむね賛同を得られた。しかし、残すべき
資料とは何か、どのように選別しいかに保存していく
か、といった具体的な作業については、容易に方向性

へんさん

２つ目は、両大学において過去に編纂された年史の

れた年史類は以下の通りである。

文書を事前に送付した上で、具体的な交渉に入った。
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タイトル
九州東海大学開学 25 周年記念写真集
「星につなけ」
九州東海大学三十年史
北海道東海大学創立十周年記念誌
東海大学札幌教養部史（※前身史）
北海道東海大学創立二十年史
北海道東海大学創立 25 周年記録集

が見いだせなかった。

刊行年
1990 年
1994 年
1983 年
1988 年
1993 年
1999 年

３つ目は、九東大・北東大時代に催された各種行事

大きな問題の１つは、保存すべき資料の基準であっ

等の写真類や、同様に発刊された学校案内・パンフレッ

た。基準の大枠については、当センターで保存すべき

トといった学内外刊行物の類である。範疇としては漠

と思われる資料の概要を一覧化し、事前に提示してい

然とした内容ではあるが、教職員個人レベルでアルバ

たものを土台として交渉協議した（リストを 12、13

ムやファイリングされるなど比較的体系的に管理され

東海大学産業工学部
九州東海大学応用情報学部 東海大学総合経営学部
東海大学農学部
00
08
東海大学国際文化学部
東海大学生物理工学部
東海大学芸術工学部

熊本
阿蘇
札幌
旭川
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学園関係保存対象資料リスト（案）
学園史資料センター作成
※赤文字は、学園史のために特に必要と思われる資料
※緑文字は、部数は多いものの配布物のため収集困難と思われる資料
ａ）業務上保存すべき基本的文書〈書類〉紙資料リスト
大分類
摘要

施策 ･ 事業

教学

財務

人事

学園および各部署・諸機関の
施策・事業に関する記録

学園の教育および学生・同窓
生に関する記録

学園および各部署・諸機関の
財務に関する記録

学園および各部署・諸機関の
教職員の人事に関する記録

学園ないし学園の部署・諸機
広報

関ないしこれらが関連して発
行した学内外向けの広報活動
に関する記録

内容

許認可申請書、許認可書 ( 学校、学部学科、校地など )
議事録、覚書、決議録、答申書、計画書、報告書
会議・打ち合せ配布資料
上申書、決裁書、稟議書（各種添付資料）※
契約書、協定書
法規、各種規定、規定改廃関係書類
公印登録簿、公印改廃関係書類
係争関係書類
組織表、組織改廃関係書類
知的財産関係書類
校舎設計図、敷地図
文書発信番号簿
廃棄文書リスト、移管文書リスト
人員調査記録
学籍簿、除籍簿、卒業生名簿
成績原簿、成績証明書
修士論文、博士論文
学生募集書類、受験者名簿、受験生成績原簿
入試問題、模範解答書類、合格判定書類
入学手続き要項、入学者名簿
卒業判定書類、卒業証書原本
不正行為調書、学生処分者名簿
学生報償者名簿
学生相談室業務報告書、学生生活調査書類
奨学生名簿、給費者名簿、貸費者名簿
就職内定者名簿、就職状況報告書
学事記録
国庫補助金関係記録、学内外研究助成金関係記録
学生会との協議書、協定書
時間割、カリキュラム関係書類
シラバス
学務・教育関係刊行物…募集要項、履修の手引き
学生会運営記録
同窓会関係記録
スポーツ、文化活動関係書類
予算書、決算書、監査記録、報告書
学費台帳、学生貸費者台帳
給与支払台帳
土地管理台帳、土地実測図
建物管理台帳、建物平面図、構築物所在図
資産管理台帳、財産処分台帳
寄付者名簿
人事発令、教職員録、退職者名簿、履歴書
賞罰関係
所属表
教職員労働組合との協定書、交渉議事録
労働災害、雇用保険関係記録
教職員に対する教育プログラムに関する記録
書籍、雑誌、紀要、刊行図書目録
広報、年報、新聞
ニュースレター、小冊子
ポスター、チラシ、カタログ
学生会刊行物、同窓会刊行物、同人誌
アルバム
学園内および大学が関連したイベントなどのために作成された上記の以外の記録
学園内外向けに発表された声明文

※稟議書については、専決者が総長となるものはすべて収集の対象とする。ただし「建物・構築物」
、
「学内委員
の委嘱・専任」・「課外活動」および「学生会活動」・「課外活動」については専決者の別にかかわらず収集する
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ｂ）文書〈書類〉紙資料以外
大分類
摘要
学園ないし学園の部署・諸機 看板、模型、実験器具
関によって作成されたないし
物品

2009.12.25

内容

行事関連記念品（グッズ）など

は学内において過去に使用さ
れていた器物、器具、機材、
記念品など

オーディオ、カセット、ビデオなどのマルチメディア
写真、スライド、ネガ
写真資料 学園および在学生・教職員・ 映画フィルム
映像・音声 卒業生に関係する写真・映像・ 口述歴史の記録（筆記とともに）
地図、青焼き
資料
音声などに関する記録
キャンパス、建築物構想図
その他各種事業、行事などの構想図

ｃ）各種行事・プロジェクトの計画および運営に関する記録・報告書
ｄ）その他、上記の複写物

ていることも多く、いずれも将来的には充分に学園史

州地区は熊本・阿蘇両校舎より熊本資料庫に、北海道

資料となり得る素材である。

地区は札幌・旭川各校舎内の資料庫にそれぞれ資料を

ところで、調査の前段階におけるもう１つの大きな

移管することが可能となった。これらのスペースは、

問題が、
それらの資料を保存する場所の確保であった。

資料の保管と同時に、整理作業の拠点ともなるため、

現在、学園史資料センターが保有する資料倉庫は、整

必要に応じて物品棚や作業机などの事務用備品も逐次

理分の資料箱でほぼ満杯の状態であり、未整理分の資

整えていく予定である。この保管場所の目途がたった

料が倉庫外にあふれている状況である。したがって、

ことにより、以後資料の保管・整理に向けての動きが

新たに両大学分の移管資料を受け入れる余裕がないと

スムーズに進むこととなった。

いうことから、必然的に現地における保管場所を策定
確保する必要があった。
幸い、九州地区では熊本県内の東海大学研究施設内

3 整理作業
具体的に整理を進めるにあたっては、４つの各校舎

の１室（約 65 平方メートル）を、北海道地区では札

単位で移管可能な資料を選別することから始まった。

幌校舎・旭川校舎の施設内に各１室（いずれも約 25

例えば、熊本校舎においては、『九州東海大学三十年

平方メートル）をそれぞれ保管スペースとして確保す

史』編纂時の資料が事務倉庫に保管されていた。また、

ることができた（以下、便宜上「熊本資料庫」「札幌

短期大学部時代からの写真アルバムが地下の倉庫に約

資料庫」
「旭川資料庫」と呼称する）。これにより、九

500 冊保管されていた。いずれも、将来的な保存の必
要性について校舎職員と折衝を進めた。移管が決まっ
た時点で、これらについては箱詰めおよび搬入を業者
に委託し、2009（平成 21）年３月 16 日ダンボール箱
にして約 80 箱を熊本資料庫に移管搬入した。
一方、札幌校舎においては、校舎職員の手によって
2008（平成 20）年度より資料の選別が進められていた。
具体的には、同校舎の施設図面類や各種刊行物、写真
アルバムや音声・映像資料など北東大時代の資料で、
資料庫内備え付けの物品棚に配架されていた。旭川校
舎については、資料庫の設置がやや遅かったためいま
だ選別作業の段階であるが、１学部のみということも

配架した写真アルバム（熊本資料庫）

あり、校舎職員の協力を得ながら刊行物類の選別と配
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架を少しずつ進めている状況である。
こ う し た 経 緯 を ふ ま え、 統 合 か ら １ 年 目となる
2009（平成 21）年より具体的な整理作業に取りかか
ることとしたが、３カ所の資料庫の内、比較的選別の
進んでいた札幌資料庫の資料から台帳登録作業に着手
することとした。
台帳登録作業については、原則資料１点に１番号を
付与して台帳に登録する、当センターで通常執行して
いる資料整理の方式を踏襲することとした（具体的な
方法については、
『東海大学学園史ニュース』№２・
３に掲載の拙稿「学園史資料センターの整理作業」前・
作業風景（札幌資料庫）

後を参照）
。なお、この台帳については、当センター
と当該校舎の事務職員が双方で持ち合い、情報の共有
化を図ることにしている。
ただし（前述の拙稿で記した内容と異なるが）、い
ずれの資料庫も室内は空調完備されていることと、今

庫に搬入した。

4 今後の展望

後の資料活用の利便性と省スペース化も勘案して、基

以上、概略ではあるが、統合に伴う資料の調査と整

本的には資料は個別に封筒には入れず、番号を付した

理についての顛末をみてきた。現段階ではまだ作業が

ラベルを貼付、もしくは付箋を使用する方式を採用し

進行中であるが、当センターとしては何もかもが初め

た。また、
番号付与については、現段階では便宜上「仮

ての取り組みであり、あらゆる面で試行錯誤を重ねて

番号」とし、それぞれの校舎名を付した番号で表記す

いる状況である。最後ではあるが、今後の課題につい

ることとした（例：熊－ 001、札－ 002 など）。

て触れておきたい。

てんまつ

2009 年３月９日より５日間にわたって、札幌資料庫

最も大きな問題は、これからの倉庫の活用について

において１回目の整理を実施した。以後５月、７月の

である。現段階では、一部搬入が始まってはいるもの

２回の出張作業を経て、同年７月 17 日までにひとま

の、とりあえず資料の散逸を防ぐための保管庫が確保

ず台帳リストを作成、配架分約 1700 件の登録を終了

できたに過ぎない。また、距離・人員等の問題からセ

した。

ンターの室員が常駐できない現状では、現地の教職員

一方、熊本資料庫においては、2009 年６月８日から

の理解・協力と相互の連携が不可欠となる。今後どの

11 日の４日間、１回目の整理作業を実施、作業を継

ように選別を進め管理活用していくか、また閲覧や出

続中である。なお、阿蘇校舎では新校舎の竣工（2009

納の仕方、将来的な公開・利用の見通しなど、現地側

年９月１日付で竣工の３号館）に伴って新たに除却資

とさらに協議を進めていく必要がある。加えて、今後

料が発生したため、11 月に現地に出張。資料の選別

も逐次追加されていくであろう資料への移管対応、現

作業を実施し、資料ダンボール箱約 30 箱を熊本資料

地での資料担当者の必要性など個々の問題について
も、体制を整えていかなければならない。そのために
は、当センターの活動に対してこれまで以上の理解と
協力を仰ぐとともに、資料保存の重要性についても引
き続き働きかけ、協議折衝を重ねていくことが肝要で
ある。
統合のみならず、学校組織の改廃など、大学をとり
まく現状はあわただしいものがある。しかし、これは
同時に、大学アーカイブズの果たす役割が多種多様化
し、従来に増して重要となってきたことを意味しよう。
当センターにおいても、この一連の取り組みは、今後
のアーカイブズとしての自らの役割を考える上での、

資料ラベル（熊本資料庫）
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１つの試金石となるはずである。

★

TES Archives News № 4

学園史資料センター日録
タリー完成オープニング記念

【2008 年４月】

わった東海大学駅前～写真展～」開始（～

始（～ 10 日、於：神奈川県秦野市・東

25 日、於：東海大学サテライトオフィ

海大学サテライトオフィス）

ス／センター協力）

17 日

全国大学史資料協議会（大学史協）

31 日

イト）
18 日

第 39 回東海大学学園史資料編纂委員

会・松前重義全集編集委員会開催
【５月】
10 日

東海大学文学部卒業生・長田成信氏

１日

24 日

（於：埼玉県さいたま市・鉄道博物館）
【10 月】
９日

19 日

企業史料協議会 2008 年度会員総会参

加（於：東京都千代田区・アルカディア

大学史協 2008 年度総会・全国研究会

16 日

第 41 回東海大学学園史資料編纂委員

25 日

箱根町立郷土資料館企画展「劇作家
おも

北條秀司 箱根への憶い」開始（～ 12 月
センター協力）
28 日

30 日

東海大学総合資料センター（静岡県

大学史協東日本部会第 87 回幹事会・

創価大学創価教育研究所スタッフ視察

大学校友会館／センター協力）
19 日

東海大学駅前商店会主催「駅前ロー

修会参加（～ 14 日、於：奈良県奈良市）

県中郡・大磯プリンスホテル）
【３月】
１日

東海大学文化部連合会 50 年記念会参

力）
東海大学札幌キャンパス（北海道札幌

９日

市）資料整理作業（～ 13 日）
東海大学熊本キャンパス資料整理作

業（～ 17 日）
19 日

大学史協東日本部会第 92 回幹事会・

65 回研究会参加（「東海大学学園史資料
センターにおける資料整理の現状と課題

【12 月】
早稲田大学大学史資料センター創立

３日

東海大学医療技術短期大学前学長・

母里知之先生を偲ぶ会参列（於：神奈川

15 日

全国歴史資料保存利用機関連絡協議

会 2008 年度総会・第 34 回全国大会・研

東海大学工学部材料科学科 50 周年記

念式典参加（於：東京都千代田区・東海

東海大学付属幼稚園創立 50 周年記念

ンター協力）
12 日

受け入れ
４日

28 日

加（於：東海大学校友会館／センター協

式典参加（於：静岡県静岡市・同園／セ

日本大学文理学部キャンパス）

第 42 回東海大学学園史資料編纂委員

会・松前重義全集編集委員会開催

１日 「東海大学学園史ニュース」№３発行
８日

神資研例会参加（於：東京都港区・

スルガ銀行ミッドタウン支店「d-labo」）

【11 月】

第 61 回研究会参加（於：東京都世田谷区・

４日

20 日

主催展示会「建学の地、清水―海濤

東海大学サテライトオフィス）

神資研例会参加（於：神奈川県立川

【２月】

26 日

叱咤す太平洋―」開始（～ 11 月６日、於：

【６月】

１日

大学史協東日本部会第 91 回幹事会・

崎図書館）

主催展示会「建学の地、清水―海濤

静岡県静岡市・東海大学清水キャンパス）

静岡市）資料整理作業（～ 26 日）

23 日

23 日、於：神奈川県足柄下郡・同館／

2008 年度総会参加（於：神奈川県平塚市・

【７月】

22 日

会・松前重義全集編集委員会開催

叱咤す太平洋―」開始（～ 11 月３日、於：

23 日

援）
第 64 回研究会参加（於：武蔵野美術大

大学史協東日本部会第 86 回幹事会・

東海大学湘南キャンパス）

静岡県静岡市・清水マリンビル／展示支

学新宿サテライト）

成 20 年度総会・特別講演会参加（於：

29 日

東海大学静岡地区合同新年会参加（於：

公文書館）

神奈川県資料室研究会（神資研）平

神奈川県川崎市・県立川崎図書館）

【2009 年１月】

県中頭郡・琉球大学、同島尻郡・沖縄県

市ヶ谷）
23 日

東海大学付属第三高等学校新校舎竣

工式参加（於：長野県茅野市・同校）

６日

第 62 回研究会参加（～ 11 日、於：沖縄

大学校友会館）

市・東海大学熊本キャンパス）

企業史料協議会主催見学・研究会参加

４日

東海大学松前達郎総長・学長最終講

義「現代文明論」聴講（於：熊本県熊本

ーズ・ジャパン（埼玉県さいたま市）見学

海大学校友会館）
講演会「東海大学原子力工学教育の

東洋学園大学）

株式会社プリザベーション・テクノロジ

【９月】

大学史協東日本部会第 90 回幹事会・

第 63 回研究会参加（於：東京都文京区・

19 日

／東日本部会第 88 回、第 89 回幹事会・

半世紀―回顧と展望―」聴講（於：東海

業（～ 11 日）

第 40 回東海大学学園史資料編纂委員

を偲ぶ会参列（於：東京都千代田区・東

16 日

東海大学総合資料センター資料整理作

８日
11 日

【８月】

企業史料協議会主催見学・研究会参

加（於：東京都北区・渋沢史料館）
24 日

宿区・早稲田大学）

会・松前重義全集編集委員会開催

東日本部会第 85 回幹事会参加（於：東
京都新宿区・武蔵野美術大学新宿サテラ

2008 年 4 月～ 2009 年 3 月

生まれ変

主催展示会「松前重義と東海大学」開

１日

2009.12.25

10 周年記念講演会参加（於：東京都新

について」報告、於：武蔵野美術大学新
宿サテライト）

《第３号の訂正》
❖５ページ左側１～３行目、
「資料でみる『現代文明論』の草創期」本文・

ったようです。

松尾守之氏のコメント中、「建設中だった東京タワーが次第に伸びて

❖ 12 ページ「東海あ～かいぶス」左中ほどにある写真の提供者とし

いくのを、（代々木校舎）２号館の教室の窓から見ていた」とありま

て「砂子克彦氏」とありますが、正しくは「砂子昭彦氏」でした。砂

すが、正しくは「１号館３階の大教室の窓から」でした。東京タワー

子昭彦氏は東海大学工学部通信工学科 1967 年度の卒業です。

は 1957 年６月着工、58 年 10 月竣工。代々木校舎２号館は 58 年４月

❖ 13 ページ「たまにはこんなレファレンス」右下、「原辰徳選手の学

に竣工しました。このころ代々木校舎１号館からは東方で建設中の東

生時代の背番号変遷」表中に、「第 10 回日米大学野球選手権」とあり

京タワーが見えましたが、２号館からは１号館が障害となり見えなか

ますが、正しくは「第９回日米大学野球選手権」でした。
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東海大学学園史資料センターでは、
学園と、学園に集った人々の足跡をたどる資料を収集しています。
各部署や学部学科、機関で保存期間の満了となった文書が発生した際には、当センターまでご連絡下さい。
個人として下記のような資料をお持ちの方は、あわせて寄託や移管のご協力をお願い申し上げます。

≪受講・講義ノート、研究資料、書簡、手帳、日記、メモ、写真、記念品、機関誌など≫
※このほか保管に困っている物品、資料になるか不明のものがありましたらご一報下さい。
また、 学園の歴史に関するレファレンスに応じています。
事象の時期や経緯の確認、記念誌の作成、パネル写真展の企画などの際は、お気軽にご相談下さい。

資料提供者一覧
【個人】
磯川いづみ
伊藤敏夫

2008 年 4 月～ 2009 年 3 月

横地明

総合情報センター情報システム管理課

渡邊通弘

文学部歴史学科日本史専攻

【機関・団体】

工学部材料科学科

岩岡竜夫

小田急電鉄株式会社

付属図書館代々木図書館

岩渕ユミ

全日本大学野球連盟

付属図書館高輪図書館

薄井尚

全日本野球連盟

付属図書館伊勢原図書館

大江俊昭

学校法人東海大学

文化部連合会

岡田明子

国際戦略本部国際企画業務課

映画研究会

蒲池町子

高等教育部高等教育課

演劇研究会

喜安蕗子

初等中等教育部初等中等教育課

考古学研究会

小林一雄

広報部広報課

社交舞踏研究会

東海大学

小丸憲一

ジャズ研究会
書道研究会

鈴木千世子

学長室企画課サテライトオフィス

関戸英代

事務部校友課

高橋正巳

事務部印刷業務課

千田聡

事務部伊勢原事務部伊勢原総務課

東海大学短期大学部高輪校舎

遠山文雄

事務部九州事務部熊本事務課

東海大学付属翔洋高等学校

林耕蔵

北海道事務部札幌事務課

東海大学付属第三高等学校

細田真生

事務部北海道事務部旭川事務室

東海大学付属幼稚園

松尾守之

入試センター入試事務課

東海大学菅生高等学校

武藤宏之

入試センター入学広報課

東海大学通信工学同窓会

村井正己

教学部湘南教学課

東海大学新聞編集委員会

森里水

教学部九州教学部阿蘇教学課

探検会
体育会ラグビーフットボール部

順不同・敬称略

東海大学学園史資料センター
〒 259-1292 神奈川県平塚市北金目 1117 同窓会館２階
☎ 0463-50-2450（直通）
FAX 0463-50-2449
☎ 0463-58-1211（湘南キャンパス代表）内線 5251 ～ 5254
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ア ク セ ス

◉小田急線「東海大学前」駅下車、徒歩 15 分
または同駅南口バス乗り場から神奈中バス
「秦野駅」「下大槻団地」行に乗車し５分、
「東海大学北門前」下車、徒歩１分
◉ JR 東海道線「平塚」駅下車、北口バス乗り場から神奈中バス
「東海大学」行に乗車し 30 分、「東海大学」下車、徒歩 10 分
または「秦野駅」行に乗車し 30 分、「東海大学正門前」下車、徒歩 15 分

東海大学学園史ニュース № 4
Tokai University Educational System Archives News

2009 年 12 月 25 日発行
編集・発行 東海大学学園史資料センター
印刷 東海大学事務部印刷業務課

