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❻旭川 1971 年～
❺代々木 1958 年～
❹湘南 1963 年～
❸沼津 1973 ～ 98 年
❷阿蘇 1973 年～

❖ 東海タワー

コーンとらせんと、時々、プリン ❖

学園にあるタワーのうち、最も古いのが❺代々木キャ
ンパス２号館のタワーで、竣工は 1958（昭和 33）年。
この鉄塔から「FM 東海」の電波を発信した。それをモ
チーフとし、各キャンパスにタワーが建てられた。タワー

❶熊本 1972 年～

の下には、らせんスロープが続く構造が多く、逆さにす
ればコーンに乗ったソフトクリームが連想される。また
❷阿蘇と❻旭川のタワー基部の形状からは、上下が反転
したプリンを思い浮かべる人もいるようだ。

CONTENTS
 ロシア・アーカイブズ探訪記―文学部教授 金原保夫
 20 のキーワードで読み解く沼津キャンパスのあゆみ
 Tokai Fashion Club

1st meeting

付属第二高等学校

 東海あ～かいぶス file5 日ロ交流の架け橋、山下万里子先生
 仙台・晩翠草堂と東海大学

東海大学学園史ニュース

ロシア・アーカイブズ探訪記
文学部 歴史学科 西洋史専攻 教授

金原 保夫

日本と政治、文化などさまざまな面で深い関わりを持つロシア。その北の大国は、豊富なアーカイブズ
を有する歴史の宝庫だった。2010 年８月から 10 月にかけてロシアを訪れた金原保夫教授に、首都モス
クワにある３つのアーカイブズについて寄稿していただいた。

はじめに
ロシア連邦には首都モスクワをはじめ各地に多数の
アーカイブズが存在する。また、その種類も多く、中
世の年代記の写本から帝政期、ロシア革命、ソ連時代
を通じて保存された公私にわたるアーカイブ―ロシ
ア語ではアルヒーフ（архив）
、記録、資料コレクショ
ン、文書課、公文書館等を意味する ―の宝庫であ
る。とりわけ、ソ連末期のゴルバチョフ改革のグラス
ノスチ以来、ソ連崩壊から現在までの情報の公開制度
によってアーカイブの公開が急速に進行し、文書館の
重要性が高まっている。当然ながら、公開され閲覧可
能となったアーカイブの中には、これまで隠されてき

ロシアの首都・モスクワにある国立図書館。ソビエト連邦時代は「レー
ニン図書館」の旧称で呼ばれていた。正門前にはロシアを代表する文豪・
ドストエフスキーの像が立っている

た歴史の重要史料も多く含まれており、ロシア史のみ

つの文書館もすべてウェブサイトを有しており、積極

ならず、世界史レベルで注目が集まっている。こうし

的に情報を発信している。

た状況を反映して、わが国でも東京大学史料編纂所が

筆者は必要とする文書を所蔵するアーカイブズの情

ロシアのサンクト・ペテルブルク所在の「国立ロシア

報収集のため、最初に国立図書館で文献を調べ、それ

歴史公文書館」と「海軍文書館」の協力を得て、日露

らに記載されている文書の所蔵機関を確認した。幸い

関係史料の調査と目録作成に取り組んでいる。

親切な館員が所蔵するアーカイブズに電話連絡をして

本稿では、筆者が 2010 年秋学期の特別研究休暇中

くれたので、開館時間やアクセスを知ることができた。

に滞在したモスクワで利用した「ロシア連邦国立公文

そして、利用の際に最も重要なものは、ロシアでの私

書館
（ГAPФ GARF）」「ロシア国立文学と芸術文書館

の受入機関が発行する利用許可書であることが分かっ

（РГАЛИ RGALI）」「国立トレチャコフ美術館手稿

た。なお、このロシアを代表する図書館には写本や手

部
（OPГTГ ORGTG）」の 3 カ所のアーカイブズに

稿、文書類など充実したアーカイブズの部門がある。

ついて報告する。
ロシアでの在外研究は初めてであり、

今回は手稿部ではないが、出典確認を目的として 19

図書館や文書館の利用に関する予備知識もない状態で

世紀の新聞記事を閲覧するため、モスクワ環状道路の

あったが、ロシア最大の「国立図書館（旧レーニン図

外側、シェレメチェヴォ空港近くのヒムキに所在する

書館）
」と受入機関のモスクワ大学を利用すれば何と

分館を訪ねた。調査した新聞は『ニュースと株式新聞』

かなるものと、勝手に決め込んでいた。ここでは自己

の 1903 年と 1904 年分で、数カ月毎に製本されている

流のロシアのアーカイブズ探訪を記す。なお、ロシア

が、100 年以上前の新聞のため、脆くて破れやすい状

では情報公開が急速に進展し現在、ほとんどの文書館、

態で扱いに注意が必要であった。縮刷版やデジタル処

図書館、博物館の情報がインターネット上で公開され

理によるデータベース化が求められる。

ている。ここで紹介するロシア国立図書館をはじめ 3
❖文中で紹介する各機関のウェブサイト❖
①ロシア連邦国立公文書館―http://www.statearchive.ru/

1ロシア連邦国立公文書館
このアーカイブは、1991 年のソ連崩壊後、翌 1992

②ロシア国立文学と芸術文書館―http://www.rgali.ru/

年に「国立 10 月革命中央文書館（ЦГAOPCCCP）」

③国立トレチャコフ美術館手稿部―http://www.tretyakovgallery.ru/

と「ロシア・ソヴィエト連邦社会主義共和国中央文書館

◦ロシア国立図書館―http://rsl.ru/
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（ЦГAP CФ CP）」を合わせて設立された。このため所
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在地が 2 カ所あり、文書に応じて各々の閲覧室を利用
することになる。1995 年にはロシア連邦内の諸民族
の貴重な文化資料を加えて 640 万点の公・私文書を所
蔵するロシア国内有数の文書館となっている。特にロ
シア革命から社会主義政権下の政治・裁判・報道・社
会組織等の公文書を中心に、帝政末期の皇室や亡命者
に関係した貴重な文書が保管されている。また、大
量の文書がマイクロフィルムで保存されており、そ
の中には「国立中央モスクワ歴史文書館（ЦГИAM
TsGIAM）
」やアメリカの「フーヴァー研究所」の所
蔵する文書の一部も含まれる。
筆者は帝政末期の文書を閲覧するため、ノヴォデ
ヴィッチ修道院に近いボリシャヤ・ピロゴフスカヤ通
りの第 1 閲覧室を利用した。モスクワ大学からの利用
許可書を提示して入館し、階段を上って閲覧室に入る。
閲覧室は広くて明るく、机には検索用のパソコンが置
かれている。
筆者が必要とした文書は、『クラースヌィ・アルヒー

文学と芸術文書館の入口。文芸作品と、さまざまなジャンルの芸術に関
する文書を所蔵している。

フ』所収の書簡であった。同誌は M. ポクロフスキー

し、2664 の個人フォンドにはプーシキン、レールモ

が中心になってソ連とロシア・ソヴィエト連邦社会主

ントフ、ドストエフスキー、トルストイ、チェーホフ、

義共和国中央文書館から発行した学術的な歴史雑誌

マヤコフスキー、パステルナーク、ツヴェタエヴァな

で、10 月革命前史を含むボリシェヴィキやソ連史料

どをはじめとするロシア人作家に加えてバイロン、バ

の刊行を目的として 1922－1944 年の間に 106 巻発行

ルザック、ミツキェヴィチなどの国外の詩人や小説家

された。同誌は通常のオリジナル文書とは異なる刊行

の文書も見られる。また、チャイコフスキー、プロコ

物であったので、第 1 閲覧室の担当者から渡された目

フィエフなどの音楽家、レーピンやベヌーアなどの画

録およびパソコンの検索では見つからず、ベテランの

家、演出家のメイエルホリト、映画監督のエイゼンシュ

担当者から所蔵場所である図書室（隣の古い建物）を

テインといった芸術家の文書や作品を多数所蔵してい

教えてもらい、そこで司書から書簡が記載された巻を

る。

渡され確認することができた。刊行物であったので、

この文書館の利用に際しては、入館手続き（閲覧カー

当日にその場で閲覧でき、さらに１階のコピー室でコ

ドの発行に写真と代金 30 ルーブルが必要）をして、

ピー申請書を作成して担当者に渡したところ、直ちに

閲覧室の受付で希望する文書を用紙に記入して提出す

コピーをして無料で渡してくれた。おかげで作業は半

ると、数日後に閲覧することができる。筆者が利用し

日で終了した。筆者の不慣れさと担当者の対応の遅れ

た閲覧室は狭くて暗く、快適とは言い難い。マイクロ

に加えて、図書室の分かりにくさと食堂の定食を我慢

フィルムの閲覧には、専用の閲覧室があり、建物の反

すれば、初めてとしては上出来であった。

対側の入り口を利用して入室する。コピーは可能なが

2ロシア国立文学と芸術文書館

ら、受け取るには館長宛の申請書を提出して 1 週間程
度待つことになる。

この文書館は 1941 年に「国立文学博物館」、「中央

この文書館で筆者はマイクロフィルムに収められて

国立文学文書館」の文書の一部や「国立トレチャコフ

いる個人文書の一部を閲覧した。その際、研究書に注

美術館」などの資料を基にして設立され、1954 年に「ソ

記された文書の番号と文書館の文書番号が異なること

連国立文学と芸術文書館」に改称され、1992 年に現

に気付き、他の文書の存在を含めて館員に相談したと

在の名称になった。3012 のフォンド（фонд、英語

ころ、地階の文書カードの保管室に案内され、確認作

ではfund、
収蔵文書の個別分類）に は 130 万 点 を 超 え

業を行った。結局、研究書に記載された番号の文書は

る文書が保管されている。14 世紀の聖書や祈祷書か

存在せず、内容からも著者の記述ミスの可能性が高い

ら近現代の作家・芸術家に関係する文書や作品を所蔵

ことが分かった。この時の館員の迅速で適切な対応か
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閲覧室になっている。閲覧室は火曜日と木曜日の午前
10 時から午後５時まで利用することができる。20 席
程の空間で広くはないが、白い漆喰壁に広い窓が設け
られ邸宅の一室にいるような落ち着いた雰囲気があ
る。文書は 1 回につき 15 点まで請求することができ、
次の開室日に閲覧することになる。
筆者は個人文書の目録から必要とする時期と場所に
関する文書を選んで閲覧した。この文書は主に 1 世紀
以上前の自筆書簡であり、筆勢のある筆記体の続け字
で書かれている。これらの書簡を通じて筆者は、続け
トレチャコフ美術館に隣接した手稿部の建物

ら、筆者はロシア人アーキビストのプロ意識と能力の
高さを感じた。

3国立トレチャコフ美術館手稿部

ら作業することができた。

おわりに
以上、モスクワに所在する 3 つのロシア文書館を紹

「国立トレチャコフ美術館」はモスクワの富豪パー

介した。この報告は、筆者が初めてのロシアでの研究

ヴェル・トレチャコフ（1832－1898）が啓蒙を目的と

滞在中に行った文書調査に基づいており、調査方法も

して収集した美術品（絵画・彫刻）をはじめ、現代ロ

自己流でしかない。実は念のため、出発前に日本で文

シアの美術品を多数所蔵しており、サンクト・ペテル

献から一人のロシア人研究者を特定して、モスクワで

ブルクの「ロシア美術館」と並ぶロシア美術の殿堂と

面会の機会を探したが、残念ながら本人まで辿り着け

して知られている。中世のロシア・イコンや 18－19

なかった。サンクト・ペテルブルクの知己の文書館員

世紀の近代絵画を中心とする旧館と 20 世紀以降のロ

との再会と合わせて次の機会に期待しよう。

シア・アヴァンギャルドから社会主義リアリズムの現

最後に今回の体験から、ロシアでは「人よりも文書」

代作品からなる新館、有名なイコン「ウラジーミルの

と言われるように、文書館の利用に際して、まずは受

聖母」が安置されたトルマチの聖ニコライ聖堂、画家

入機関の利用許可書を入手することが肝要である。そ

ヴァスネツォフの家などの分館からなっている。現在、

して、書簡の読解には、中世写本の文字よりも手強い

コレクションは 15 万点以上におよび、館内では常設

手書き文字の判読練習の必要性を痛感した。

および特別展示に加えて、保存、修復、研究活動や講
演・絵画教室等の教育啓蒙活動が積極的に行われてい
る。わが国でも 2009 年に同美術館展「忘れえぬロシア」
ひと

が開催され、
クラムスコイの「忘れえぬ女」をはじめ、
レヴィタン、シーシキン、ヴァシリエフ、ポレーノフ
の風景画、レーピン、セローフ、カサトキン、コロー
ヴィンの人物画など、ロシアのリアリズムから印象主
義の名画を鑑賞する機会があった。
手稿部は、創設者パーヴェル・トレチャコフの伝記
作成の資料収集を目的として 1922 年に設置された文
書部に始まる。所蔵する文書にはトレチャコフ以下、

★

◇きんばら・やすお◇専門はブルガリア中世史、
古代トラキア史、バルカン考古学。著書に『バル
カン史』
（共著、山川出版社、1998 年）などがある。
東海大学文学部史学科西洋史課程（当時）在学
中の 1972 年、交換留学１期生としてブルガリア
国立ソフィア大学へ留学。同大学大学院を含め現
地で約４年間学ぶ。帰国後、本学を 1975 年度に
卒業。本学大学院文学研究科史学専攻博士課程前
期を 1977 年度、同博士課程後期を 1980 年度に修
了した。
1993 年に刊行された『東海大学五十年史』の

229 の個人フォンドがあり、16 万点を超えている。ま

編集委員、『定本 松前重義全集 著作篇』（第一巻

た、
トレチャコフの広い交友関係を反映して、ゴンチャ

2002 年刊、続巻刊行中）の編纂委員を務める。

ロフ、ドストエフスキー、トルストイ、ツルゲーネフ
などの作家やチャイコフスキー、ルビンシテイン、シャ
リャーピンなどの音楽家の文書も保管されている。ラ
ヴルシンスキー通りの旧館に隣接する独立した 2 階建
ての建物が手稿部として使われており、2 階の一部が

04

字の判読に苦しみながらも、作者の存在を意識しなが

また学校法人東海大学資料編纂委員会の委員を
1998 年 11 月から 2010 年３月まで務めた。
2011 年５月にはブルガリア共和国文化省から、
同国と日本の文化交流に対する尽力が認められ、
表彰を受けている。
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「湘南さんぽ道」をテーマに
写真パネル展示会を開催

航空科学専門学校の認可に関する資料を
『東海大学資料叢書１』として刊行

建学祭期間の恒例イベン

学園史資料センターでは 2011（平成 23）年３月 31

トとなった写真パネル展示

日付で『東海大学資料叢書』第１輯として「航空科学

会 を 2011（ 平 成 23） 年 10

専門学校開設認可申請書類」を刊行しました。

月 27 日 か ら 11 月 ６ 日 に か

資料叢書は、当センターがこれまでに収集してきた

けて開催します。会場は湘

資料をより広く公表して、次代へと伝えていくために

南校舎の最寄り駅・小田急

刊行するものです。第１輯では航空科学専門学校の開

線「東海大学前」駅そばの「東

設に関わる資料を翻刻しました。

海大学サテライトオフィス

航空科学専門学校は 1943（昭和 18）年４月に静岡

地域交流センター」です。

県清水市（現・静岡市清水区）で開校した、東海大学

「湘南さんぽ道」をテーマに、湘南キャンパス内に

の前身にあたる教育機関です。学園は同校開設に際し

点在するさまざまな記念碑や銅像など、オブジェの由

て許認可申請書類等を文部省（現・文部科学省）に提

来を紹介します。近隣住民の方にも、学生、教職員の

出しました。現在は国立公文書館が所蔵しているそれ

方にも、湘南キャンパスの新たな一面を発見していた

らの公文書類は手書きだったため、今回初めて活字に

だく機会になるはずです。

組み直し、解説をつけ、読みやすくしています。

開場時間は午前 10 時から午後５時まで。建学祭で

同冊子は A5 版で本文 192 ページ。入手ご希望の方

賑わうキャンパスを訪れる前後に、ぜひ展示会場にも

は電話や FAX、E メールなどで当センターまでご連

お立ち寄りください。

絡ください（連絡先は 16 ページを参照）。

展示会「HA2 のしごとと旧山田守
自邸公開」に協力しました
2011（ 平 成 23） 年 6 月 28 日 か ら 7 月 9 日 に か け
て東京都港区の旧山田守自邸で開催された有限会社
HA2 主催の展示会に協力し、当センター所蔵資料を
出展しました。

や

つ

き

HA2（本社・東京都港区、森本八 月喜代表）は、
過去に建築や住宅関連分野で働き、結婚や出産などの
ために離職した女性スタッフが集い、“リ・ジョブ（再
仕事）
”する場として 2002 年に設立されました。現在

旧山田守自邸で展示された模型（右手前）

は約 20 人がそれぞれの経験と技能を生かして働いて

を手掛けたことで、旧山田守自邸の公開そのものが同

います。

社の事業紹介となりました。

「HA2 のしごとと旧山田守自邸公開」と題された展

当センターは企画の趣旨に賛同し、所蔵資料である

示会では、同社の事業内容と歩みが紹介されました。

山田守邸の石膏模型を出展しました。模型は設計図を

会場となったのは東海大学の元理事・教授で日本を代

元に、建設前に作られたものです。来場者は 1959（昭

表する近代建築家、山田守の自邸だった建物です。建

和 34）年の竣工時の状態を再現した模型と、建物の

築史的にも価値の高いこの建物は現在、一部（２階）

現状を見比べながら、数度にわたった増改築の個所や

がギャラリーとして利用されています。今回の展示会

効果などを推し量っていました。

を機に HA2 が２階全般の手直しや清掃、資料の整備

❖有限会社 HA2 ウェブサイト❖ http://ha2.co.jp/
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2012 年 学園創立 70 周年
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東海大学学園史ニュース

開発工学部開設20周年

7開発工学部―解説は野須潔学部長による

20のキーワードで読み解く
沼津キャンパスのあゆみ

東海大学沼津キャンパス（静岡県沼津市）に
ある開発工学部が 1991
（平成３）年の開設以来、
20 周年の節目を迎えた。同学部開設より以前、
1973
（昭和48）
年～1987
（昭和62）年度に置かれ
ていた沼津教養部時代も含め、沼津キャンパス
に関連する 20 のキーワードを挙げて、その軌
跡を読み解いていこう。
取材・校正：学園史編纂員 中西祐悟
ぬ

た

ば

1 野太馬の松
その昔、駿河湾を航行する
船舶から目印とされていた
ほど太く目立つ、松の巨木が
あった。「野太馬の松」と呼
ばれたこの銘木を、湘南と清
水の両校舎間を移動していた本学の創立者・松前重義が目に留
め、校地に選定したという。害虫の影響で倒木の危険があった
ため、惜しまれながらも伐採された。跡地には小さなほこらが
まつられている。根本近くの一部は校舎内で保管されており、
直径１メートル以上の太さだったことがわかる。立ち木の状態
の写真は 1976（昭和 51）年撮影。

2沼津教養部

かすみさい

3 霞祭

東海大学沼津キャンパスは 1973（昭和 48）年４月、海洋
沼津教養部における建学
学部の１、２年次生が教養課程を学ぶ校舎として開設された。 祭。1973（ 昭 和 48） 年 11
このため当時は「沼津教養部」と呼ばれていた。
月 に 第 １ 回 を 開 催、1986
海洋学部は 1963（昭和 38）年４月に開設され、教養課程 （昭和 61）年度の第 14 回ま
は主に湘南キャンパス、一部は札幌キャンパスなどで学び、３
で 実 施 さ れ た。 当 初 の ５ 回
年次以降の専門課程を清水キャンパスで学んでいた。その非効
は清水キャンパスの「折戸祭」と開催時期が重なっていたが、
率性を軽減するため、清水に近い沼津に教養課程が置かれた。
1978（昭和 53）年度の第６回から日程を調整、沼津と清水そ
その後、海洋学部の教養・専門両課程を清水に統合するこ
れぞれのキャンパスで全学生が集い、同じ海洋学部生としての
ととなり、1987（昭和 62）年度の２年次生から清水へ移転
一体感の高揚が図られた。1987（昭和 62）年度は霞祭は行わ
した。1987 年度１年次生は同年度末に沼津での学びを終え、 れず、清水キャンパスでの「海洋祭」と合同となった。
翌 1988（昭和 63）年度の２年次から清水へ。1988 年度から
「霞」の名は沼津キャンパス所在地の旧字名「沼津市西野字霞」
１～４年生すべてが清水で学ぶ体制となった。沼津教養部は
にちなむ。湿度の高い気候で、霞や霧が多いこの地域は、茶葉
1987 年度末（1988 年３月）
、15 年におよぶ役目を終えた。
の生産に適している。
がくざか

4 学坂

沼津キャンパ
スへの通学路に
ある坂道の俗称。
JR 原駅からキャ
ンパス行きの路
線 バ ス に 乗 り、
静岡県道 22 号線
の「東海大入口」
交差点から北へ、
約２㎞続く上り坂。曲がりくねった道の両側には、茶畑が広が
る。古くは「大学坂」とも呼ばれたが、いつしか省略された。
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5赤い鉄塔
1973（昭和 48）年の１号館竣工時から、沼津キャンパスの
象徴的存在だった鉄塔。老朽化のため 1998（平成 10）年９
月に撤去された。形状は熊本キャンパス２号館（1972 年竣工）
上部の塔と似ている。ともに設計は山田守建築事務所で、本学
園の理事・工学部教授を務めた山田守（1894 ～ 1966）が設
計した京都タワー（1964 年竣工）にも類似性が認められる。

6中央階段
キャンパス内にある階段で、全 92 段。１段の高さは 15㎝
（最
下段のみ６㎝）で、総高低差は約 13.7 ｍ。幅は 20 ｍ近くあり、
本学園最大規模の階段の 1 つ。

1991（平成３）年、開発工学部は情報通信工学科、素材工学科、生物工学科、
医用生体工学科の４学科で開設されました。2004（平成 16）年度から素材工
学科が物質化学科に名称変更、また感性デザイン学科が新設され、５学科体制
となりました。
本学部は、その英文名称「School of High-Technology for Human Welfare」
が示すとおり、人類の幸福に貢献できるハイテクノロジーを学び、研究する学
部です。
企業で研究・開発を経験した教員が多く、実践的な教育・研究が盛んです。
その研究も、特に学際的な領域に焦点を当てて進めてきました。異分野も含め
た幅広い素養と、自分野についての深い専門性を併せ持つ「Ｔの字型技術者」
の養成、さらに産業界、地域との連携の重視といった理念を、開設以来 20 年
間受け継いできました。2011（平成 23）年３月までに沼津の学窓を巣立った
卒業生は、合計 5451 人になります。
残念ながら本学部は 2010（平成 22）年度から募集を停止し、全ての学生
の卒業を待って廃止することとなりました。現在の在学生は３、４年生のみ、
274 人（2011 年５月１日現在）となってしまいましたが、逆に彼らのパワー
かいこうさい
です。2010 年度で最後となっ
を感じる機会にも恵まれました。それが
「開工祭」
た建学祭の代わりに、内々ながらもイベントを行います。学生たちの中から自
発的に盛り上がってきた、最初で最後のお祭りです。
開発工学部の野須教授は 2010 年度から学部長に就任。
頼もしい学生諸君を、われわれ教職員もできる限りバックアップしながら、 同年度から大学院開発工学研究科の研究科長も務める。
最後まで開発工学部としての責任を全うしたいと思っています。
写真は沼津キャンパス１号館２階の学部長室で撮影

8感性デザイン学科

9医用生体工学科

2004（平成 16）年度に開発工学部５番目の学科として開設。
文理融合を標ぼうする本学において、理工系色の強かった開発
工学部に新たな彩りを加えた。
それまで開発工学部が培ってきた情報通信などに関連する技
術力を基盤に、それらを活用して安心や安全、快適さや楽しさ
など、人間の感性に訴えかけるものづくり、人づくりを目指し
た。具体的に作り出す対象物は手で触れられる「もの」だけで
なく、デジタルアートやコンテンツ、システムなども含まれる。
完成年度の 2007（平成 19）年度から毎年、学外の会場で
卒業制作展を開催。また図録集を制作している。

1991（平成３）年度の開発工学部開設と同時に発足。指定
科目を修得すると「臨床工学技士国家試験受験資格」が取得で
き、医用生体工学科生の同試験合格率は常に 95％以上と、高
い水準を誇っている。
2010（平成 22）年度からは学生の募集が停止となったが、
湘南キャンパスの工学部に同名の学科が開設された（１、２年
次は湘南で、３、４年次は医学部および医学部付属病院のある
伊勢原キャンパスで学ぶ）
。現在一部の教員は兼担という形で
キャンパスをまたいで教えている。医学と工学という学際領域
をターゲットにした開発工学部の精神は、今後も受け継がれる。

開発工学研究科
1995（平成７）年度に沼津キャンパスに開設された、東海
大学大学院の研究科。情報通信工学専攻、素材工学専攻、生物
工学専攻、医用生体工学専攻の４専攻体制で、いずれも修士課
程。主に開発工学部を卒業した者が、さらに学びと研究を発展
させるために進学する。開発工学部の募集が停止された現在、
2013（平成 25）年度までの学生募集、2014（平成 26）年度
までの教育活動は継続する予定となっている。

産学連絡協議会
開発工学部が産業界などとの協力を通じて研究開発や人材育
成を促進することを目的に、1 9 9 2（平 成 ４ ）年１月 29 日の発
会式と総会を経て設置した協議会。英文名称は「Industry －
University Liaison Association」で、略称ＩＵＬＡ。静岡県の
企業や機関などを中心に、当初約 70 の会員が参加した。
具体的には講演会やシンポジウムを開催したり、学生が企業
や公立機関等を訪問する見学会などを実施。産官学の交流の場
を企画・提供し、３者の間に太いパイプを構築してきた。
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こうのなおき

沼津学生コミッション― 解説は公野亨紀コミッショナー
（情報通信学科３年）による

開工祭の開催が間近に迫り多忙を極める中、取材に
応じてくれた公野コミッショナー

フェスタあしたか

沼津学生コミッションは沼津キャンパスに在籍する学生の自治組織として、
1994（平成６）年４月に発足しました。開発工学部が開設された 1991
（平成３）
年度から「沼津学生会」という組織がありましたが、それまでの学生と大学だ
けでなく、地域のためにも活動できる組織を目指した改革がなされ、現在のコ
ミッションが誕生しました。
事務局の他に「キャンパス創造委員会」「広報・監査センター」
「フェスタあ
したか実行委員会」「倶楽部連合会」の部署がありますが、３、４年生しか在
籍していない現在、私も含めて４、５人で運営をしているのが現状です。
私自身は１年生のころから２年間、フェスタあしたか実行委員会の一員とし
てコミッションに関わってきました。建学祭は 2010（平成 22）年度で最後
と決まっていましたが、それでは寂しすぎる、何か自分にできることはないか、
という思いからコミッショナーに立候補しました。その思いを形にしたものが、
11 月２日に予定している「開工祭」です。
正直、６月に行ったスポーツ大会の運営が相当に厳しかったので、不安な部
分もあります。ですが、自分たちから実施したいと声を上げたからには、責任
と自信を持って取り組みたいと思います。
同じ 1991 年、静岡生まれという、私と開発工学部の間には、不思議な縁を
感じています。学部も、開工祭も、最後の一歩ではなく、私たちにとっては新
しい挑戦、初めの一歩なんです。

あしたかさい

開発工学部の建学祭。1991（平成３）年度に「愛鷹祭」と
してスタート。1993（平成５）年の第３回にタイトルが「FESTA
ASHITAKA '93｣ となり、1994（平成６）年度の沼津学生会か
ら沼津学生コミッションへの改革を経て、第４回建学祭から
「フェスタあしたか」の名
称が定着した。
2010（ 平 成 22） 年 11
月 ２、 ３ 日 に 行 わ れ た 通
算 20 回目で最後となった。
これに代わる学内向けのイ
ベ ン ト と し て、2011（ 平
成 23）年 11 月２日に「開
工祭」が行われる予定。立
食パーティー形式の学生・
教職員らを対象とした懇親
会などが企画されている。
あしたかかい

愛鷹会

開発工学部の同窓会組織。1995（平成７）年３月に卒業し
た同学部の１期生有志が中心となり、同年 11 月３日に設立総
会および懇親会を開催。沼津キャンパスでともに学生生活を
送った友人や恩師と、卒業後も交流を深めることを目的に活動
を展開してきた。初代会長は１期生の森田弘昭氏。名称は愛鷹
山麓にある沼津キャンパスのロケーションから。
会報『愛鷹』の発行や建学祭期間にあわせた総会や懇親会、
在校生向けの就職講演会などを実施してきたが、次第に活動規
模は縮小していった。しかし 2010（平成 22）年 11 月３日に
は沼津キャンパス内で、学部卒業生と開発工学研究科の修了生
に参加を呼び掛けた「親睦会」が実施され、再び活性化の気運
が高まっている。
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サンサンハウス
学部開設 10 周年を記念して建てられた学生のアメニティー
施設。2001（平成 13）年３月 17 日に竣工式を実施。中央階
段の東側斜面に位置し、名称は屋根に配置された太陽光発電設
備（10kW）にちなむ。延床面積は約 189㎡で、ラウンジ内に
52 席、テラスに 16 席、デッキに７台のベンチが置かれている。
コーヒーやサンドイッチなど軽食の自動販売機も設置。

ビーナスプロジェクト
1999（平成 11）年 11 月１～３日の建学祭期間に実施され
たアートイベント。沼津キャンパス１号館のらせんスロープ壁
面と中央階段に、イタリア・ルネサンス期の画家ボッティチェ
リの代表作「ビーナスの誕生」を再現した。
大学による教科外活動の支援策「ユニークプロジェクト」に
採択され、約 30 人の学生が参加。同年４月中旬から約半年が
準備・制作期間にあてられた。階段部分はベニヤ板、スロープ
壁面部分はビニールシートを貼り合わせたものに、原画を分割
して描いていった。
完成した作品は全高 60 ｍ。
「世界最大のビーナス」と言われ、
大きな話題となった。

ラート体操部

地球にやさしいコンクール
地球環境問題にかかわる作文や絵画などを公募して、環境意
識の喚起につなげようと企画されたコンクール。大学と地域の
共生を具現化する側面もあり、開発工学部と沼津学生コミッ
ション、フェスタあしたか実行委員会が共催、地元企業などか
ら協賛を得た。表彰式と応募作品の展示が建学祭会場内で行わ
れた。
1993（平成５）年度の第 1 回は、ビジュアル部門（マンガ、
イラスト、ポスター、写真、映像）に 332 点、作文（詩）部
門に 90 点、論文部門に 15 点の応募があった。後年は立体作
品などさまざまな形態の作品を受け付けるフリースタイル部
門が設けられ、地元の小中
学生を中心に、毎年 300 ～
400 件を超えるコンスタン
トな応募を得た。1998（平
成 10）年度の第６回で一旦
の幕引きがなされたが、自
然豊かな沼津から、若い世
代に発信したメッセージは、
現在も高く評価されている。
写真は第６回コンクール
で最優秀賞に当たる開発工
学部賞に輝いた立体作品「自
然や木から実る地球」
。制作
者は中村みなみさん（沼津市
立沢田小学校５年＝当時）
。

2011.11.1

電柱アート
沼津キャンパスへと続く坂道「学坂」に立つ電柱、41 本に
絵画を巻き付け、景観の向上を図った企画。本学チャレンジセ
ンター（学生の挑戦をサポートする大学組織）の支援を受け実
施。電柱設置者の東京電力とも連携した、全国でも初の試み。
プロジェクトチームは「人と人とをつなぐまち 沼津」の名
称で 2008（平成 20）年度に 16 本、2009（平成 21）年度に
残りの 25 本の電柱に
アートを施した。さら
に 2010（平成 22）年
度は「Make Up Happy
プロジェクト」の名称
で、近隣の沼津市立浮
島小学校の通学路にあ
る 15 本の電柱を作品
へと変ぼうさせた。作
品はドライバーの視線
をひきすぎないよう、
また景観を損なわない
よう、細心の注意が払
われている。

ラートはドイツ発祥のスポーツ競
技。２つの鉄製の輪を並行につない
だ器具（ラート）を用いて、直転や
斜転などの種目で得点を競う。沼津
キャンパスのラート体操部は 1995
（平成７）年度、保健体育系の教員
として大塚隆講師（当時、現・体育
学部体育学科准教授）が赴任した
のを機に創部。同年の第１回から、
2007（平成 19）年の第 13 回まで、
「全日本ラート競技選手権大会」を
沼津キャンパス体育館で開催するな
ど、沼津は日本におけるラートの
メッカへと発展。また沼津キャンパスから世界へ、数々の優秀
な選手を送り出してきた。
現在も沼津キャンパスでは全日本選手権と全日本学生選手権
が１年ごとに交互に開催されている。
写真は沼津キャンパス体育館で練習に励む西井啓介選手
（2003 年撮影当時＝大学院開発工学研究科所属）。

３つの年史
沼津校舎の歴史を物語る年史
として、①『東海大学沼津教養
部 15 年史』
（1988 年７月発行）
、
②『 東 海 大 学 開 発 工 学 部 創 立
10 周年記念誌』
（2001 年 11 月発行）、③『東海大学開発工学
部 20 年のあゆみ』
（2011 年 11 月発行予定）の３つがある。
②は冊子版の他、そこに収録しきれなかった画像や音声データ
も盛り込んだ CD-ROM 版も製作された。
③は記念品ではなく、あくまでも開発工学部の足跡を後世に
残す記録物という位置づけで、学内向けに限定 60 部を製作。
媒体は DVD-ROM で、②の内容も包括的に収録されている。
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みなさんこんにちは！ 今回新しくスタートしたこのコーナーは、学園におけるさまざ
まな制服の移り変わりを楽しく紹介しながら、アーカイブズ的なポイントもばっちり押さ

1987～ ついに男子もブレザー、女子は千鳥格子。27年目の大・変・身！

1987（昭和 62）年度の新入生から新たに採

えていこう、というものです。
記念すべき第１回では、1961（昭和 36）年に熊本県熊本市に開校して、今年が創立 50

用された制服です。男子はついに詰め襟に別れ

周年となる東海大学付属第二高等学校を取り上げます。男子は詰め襟から、女子はセーラー

を告げ、
イメージを一新。紺色のブレザー・スー

つ

えり

ち ど り ご う し

ツとなりました。ブレザーはシングルで２つボ

服から、ともにブレザーへと変更されています。特に女子の千鳥格子のスカートはとって

タン、フラップ付きのポケット、左胸にはエン

もおしゃれでかわいく、生徒からも人気のようです。

ブレムが。ズボンは紺色の無地です。

それでは早速まいりましょう。Ｔ・Ｆ・Ｃ、始まりま～す！

1st meeting

と

火の国に翔ぶ千鳥―付属第二高等学校

学園史編纂員

女子の制服改定は２度目となります。ブレ

徳原 彩恵

ザーが紺色のダブルとなり、スカートとベスト
は千鳥格子柄に変更されました。紺×グレーの

1961～ 男子は詰め襟、女子はセーラー。二本のラインが二高のしるし

配色がおしゃれですね。
スカートはボックス・プリーツ。それまでの

開校当初の制服は、男子は黒の詰め襟、女子は濃紺のセー

スカートと比べるとプリーツは細くなり数は増

ラー服、スカーフは紺色でした。これは当時の学生服とし

えましたが、色の効果もあって明るく活動的な

てごく一般的なものだったといえます。

印象です。夏服は色合いが若干異なり、やや青

そで

その中で主張するのが、男女とも袖口に入れられた二本

味が強くなります。またネクタイの代わりに細

の白いライン。女子はセーラー・カラーの縁にも二本線が
入っています。特に男子はこの線によって、街中でもすぐ
に、二高の生徒だとわかったようです。
男子の学帽、女子の胸元には校章が記されています。男
子の前ボタンは５つ、袖ボタンは２つ。女子のスカートの
プリーツ数は多めです。
女子の夏服は、冬服と比べるとかなり
色合いが薄いようです。小さめのリボン
が軽やか、かつ爽やかな印象ですね。カ
ラー写真がほとんど残っていないのが残
念！
ちなみに開校当初から共学の二高です

◀男女ともブレザーの左胸に付けるエンブレム。刺しゅ
うは「TOKAI」の下に、カモメの翼を模したライン、入
学年度。これらを王冠と月桂樹の葉で囲んだデザインで
す。所在地も「KUMAMOTO」として主張。入学年度の
み学年色で赤・青・緑色に変わります。2011 年度の学
年色は、１年生が赤、２年生が青、３年生が緑です。ち
なみにこのエンブレム、取り外し可能です。

めのリボンを結びます。
男女ともネクタイは学年色の赤・青・緑の３
色。二高伝統の二本のラインはネクタイの柄に
受け継がれました。

◀ブレザーには銀色のボタンが付けられています。男子
は２つボタン、女子はダブルなので２段×２列の４つ、
またベストには横に 2 つ並べて付けられています。さ
らに男女とも左右の両袖口に、同デザインで一回り小さ
いボタンが２つずつ、計４つ付けられています。デザ
インとしては校章の柄があしらわれ、周囲に「TOKAI Ⅱ
HIGH SCHOOL KUMAMOTO」と刻まれています。

が、1963（昭和 38）年度卒業の１期生
は、男子 227 人に対して女子はたったの
３人。圧倒的に男子が多かったんですね。
◀左の２点は希少なカラー写真。色合いがわかるでしょうか？

1967～ さよならセーラー服。女子が斬新なブレザーに
開校から７年目で早くも女子の制服が改定となりました。この間に
女子生徒の数も増えて、制服改定を求める声が上がったようです。男
子は残念ながら？ 詰め襟のままでした。
数点のデザイン画を候補に、女子を対象にアンケートを実施。従来
のセーラー服から一転、斬新なブレザー・スーツが採用されました。
丸味を帯びたショール・カラー、２つボタン、丈は少し短めのボレロ
はなあさぎいろ

風。色は「明るい花浅黄色」とする資料（第二高校三十年史『青春譜』
182 ページ）もありますが、いわゆる「東海ブルー」に近い色合いだっ
たようです。
そして注目は、中に着用したベスト！ 胸元が深くＵのラインを描い
た、とてもユニークなデザイン。同じく新採用となったエンジ色のネ
クタイがよく見えるようになっていますね。ボタンは２段×２列のダ
ブルです。スカートは、かなり幅広のボックス・プリーツになりました。
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◀ネクタイは学年ごとに
赤・ 青・ 緑 の ３ 色。 伝 統
の二本線、大剣の先には
「Tokai」と刺しゅうが。

▶女子夏用のリボ
ンも３色。両端に
細く絞った部分が
あります。

2012～ 第二のスタート。基本はそのままに、Petit Remake
2012（平成 24）年度、第二高校は第二のスタートを切ります。
せいしょう

「東海大学付属熊本 星 翔 高等学校」へと校名を変更するのです。
これに伴い、新入生から従来のデザインに微調整を加えた、新
たな制服が導入されます。
目立った変更点は、ブレザー左胸に付けるエンブレムのデザ
イン。ネクタイは学年色に関係なく、エンジ色のものを正装と
して全員が着用します。紺とゴールドの２色は好みで追加購入
できます。柄はレジメンタルになり、小紋調に T ウェイブがあ
しらわれています。ブレザーの左襟には学年色のバッジを付け
ます。校章の入った七宝焼きのバッジです。
また、ブレザーには自宅でも洗濯が可能な生地が採用され、
軽量化も図られています。
男子のズボンの色は従来の紺からグレーとなり、
女子のスカー
トとの統一感が増しました。女子のベストはほぼ従来通りのデザインです。
夏服は男女共に大幅に変更されます。女子のブラウスはセーラー・カラーに！ 創立
51 年目にして、初代制服へのリスペクト、原点回帰を思わせます。襟とリボン、スカー
トには千鳥格子のテイストが残されています。男子はズボンが紺を基調としたチェック
柄になり、
シャツはボタンダウンに。襟の縁にはズボンと同じチェック柄が施されます。

▲夏服。男子のシャツの襟の縁に
チェック柄が。女子のセーラーカ
ラーには千鳥格子が配されます。
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file ５

日ロ交流の架け橋、山下万里子先生
学園史編纂員 高橋 祐子
短期、インターンシップなどを実施している。
ソ連・ロシアに関する項目は、1966（昭和 41）年、
レニングラードバレエ団を湘南校舎に招いての特別公
演に始まる。1970（昭和 45）年、世界初の宇宙遊泳

本

成功者アレクセイ・レオーノフ氏が講演。1971（昭和
学理事で工学部教授の内田裕久先生から

46）年、本学海洋科学博物館（静岡市）にソ連科学ア

2010
（平成22）年冬、レファレンスを受けた。

カデミーから人工衛星スプートニク１号・３号が寄贈

当時兼任していた国際教育センター所長と

されるなど、バラエティに富んだ内容が並んだ。

いう立場から、本学が取り組んできた国際交流の歴史

当時の国際状況は、ソ連とアメリカという２つの大

を、海外からの来賓に対して簡潔にプレゼンテーショ

国が対立する冷戦構造を呈していた。日本も大局的に

ンするための資料がほしい、とのご希望だった。

は、親米の西側諸国に組み込まれていたが、本学は共

依頼の内容を整理すると次のようになった。①本学

産主義諸国への働き掛けをやめなかった。ブルガリア

の沿革と創立者・松前重義の略歴を踏まえた「国際年

しかり、東ドイツしかり―。本学の創立者・松前重

表」を作成・提供する。②その年表において特に来賓

義は、教育を通じて若者に「人文科学と自然科学の融

の多いロシア（旧ソビエト連邦）と本学の交流につい

合による確固たる歴史観、国家観、世界観を把握せし

て別項を立てる。③パソコンを利用したプレゼンテー

める」ことを目指した。その精神から、偏ることのな

ションを前提に、素材となる画像データを提供する。

い国際交流を展開していたといえよう。

まず、
「国際年表」作りに取りかかる。当センター
の基本資料の１つ、
『東海大学五十年史

通史篇』
（1993

丸Ⅱ世」が、西側諸国の船舶として戦後初めて、ソ連

年刊）の巻末にある年表から、関連事項を拾い出す。

極東の軍港ウラジオストクに入港した。同年、ソ連初

これを補足するため『東海大学広報』、後援会誌『東海』

の公式野球場として本学からモスクワ大学に「松前記

（現『TOKAI』
）
、
『東海大学新聞』などから詳細事項
を抽出し、付け加えた。
本学が受け入れた最初の留学生は、1956（昭和 31）
年度一般入試を経て入学したタイ出身の学生である。

念スタジアム」を寄贈。1991（平成３）年にソ連が解
体した後も、ロシアに対する本学の友好親善の姿勢は
変わらず、近年では 2009（平成 21）年、本学の名誉
博士号をウラジーミル・プーチン首相に授与している。

1964（昭和 39）年には学部１、２年次の留学生を

こうして完成した年表だが、これは単に骨格を作成

対象に日本語の語学力などを強化するカリキュラム

したに過ぎない。確認のため、ソ連・ロシア交流に直

「学部・留学生課程」が設けられた。また本学の学部

接あたった関係者の聞き取り調査が必要になった。

への推薦入学が許可される「留学生別科・日本語研修

当

課程」も開設された。

部支援課職員）がいる。門向氏からは、名誉教授の山

や大学院に入学を希望する外国人留学生を対象に、１
年間の集中教育を経て、成績が優秀だった者は学部等

翌 1965（昭和 40）年にはコロンボ・プラン（東南ア
ジアの途上国に対する経済協力機構。1954 年日本加
盟）に基づくタイ・モンクット王工科大学（当時ノン
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1989（平成元）年には本学の海洋調査実習船「望星

センターの業務に深い理解をいただいてい
る方々の中に、教養学部国際学科事務室に
勤める門向かおる氏（教育支援センター学

下万里子先生への聞き取り調査の提案を受けていて、
今回やっとチャンスが訪れた。
聞き取り調査に先立つ 2011（平成 23）年１月 18 日、

ブリ電気通信学校）研修生の日本語研修が開始された。

山下先生が「モスクワ大学研修生と共に歩んだ 37 年

学術交流協定は、1969（昭和 44）年に、ブルガリ

間」と題して講演され、運良く聴講できた。1973（昭

ア科学技術促進高等教育委員会と覚書を調印したのが

和 48）年度から本学のロシア語の専任講師となった

最初である。1973（昭和 48）年にはデンマーク文部

山下先生は、開設されたばかりの沼津教養部に赴任し

省と覚書を調印、またソ連のモスクワ大学と協定を締

た。1975（昭和 50）年度から湘南キャンパスにある

結した。現在、本学が結ぶ協定は 17 カ国の 38 大学・

教養学部国際学科勤務となった。2010（平成 22）年

機関にまで発展し、留学のプログラムも長期・中期・

から名誉教授となったが、その後も週に数日来校し、

TES Archives News № 6

2011.11.1

聞き取りに快く応じてくださった山下先生は、現在も週３日ほど

山下先生からは学生が編集した留学体験の報告集と、写真アル

ロシア語を教えに来ている。今夏もモスクワへ学生を引率した

バムを借用した。複製は当センター資料として保管、活用する

ボランティアで学生にロシア語を教えているという。
聞き取り調査は、湘南キャンパス 13 号館３階にあ

本学では 1980（昭和 55）年から留学生を対象とし
た日本語によるスピーチコンテストを開催してきた。

る国際学科の空き研究室で、１月 19 日から２月 21 日

山下先生は出場する留学生たちに、「日本の悪口を言

にかけて４回行った。内容は、教員としての足跡と活

わない」「ユーモアは日本人に通じるものを」「笑わせ

動、
印象に残る学生や交流された人物をテーマとした。

るか、泣かせるかどちらかにテーマをしぼる」の３点

交

換留学協定に基づき、モスクワ大学から本

をアドバイスしたという。

学に最初の留学生が来学したのは、1974（昭

一方、日本人学生をロシアに引率し、現地で滞在し

和 49）年 10 月のこと。本学からモスクワ

ていた期間は、山下先生自身もモスクワ大学でロシア

大学への短期留学は 1975（昭和 50）年度から始まった。

語を学び、特に慣用句の表現に磨きをかけたという。

第３回の 1977（昭和 52）年度からしばらくは、山下

ロシア語の専門家としての研鑽を重ねた山下先生は

先生が団長を務め、学生を引率した。横浜港から船で

2005（平成 17）年、日本人初となるロシア語検定国

ロシアへ渡ったという。1980 年代には毎年、本学か

家試験の試験官資格を授与された。その実力に、ロシ

らモスクワ大へ 20 ～ 30 という人数が留学していた。

ア政府がお墨付きを与えたといえる。

最多では 39 人もの学生を引率したほどである。
「それが最近は短期ですら数人。ロシアに目が向か
なくなったのか、本当に寂しくなりました」
その状況を嘆いているだけでは、何も変わらない。
山下先生は学生と「日ロ交流クラブ」を立ち上げた。

次

第に本学とモスクワ大、ソ連・ロシアとの
交流に欠かせない存在となっていった山下
先生。創立者・松前重義は山下先生をソ連

の要人に紹介する際、「柔道の山下（泰裕体育学部長・
教授）と同じ山下だ」と紹介していたという。

それが 2007（平成 19）年、他の国々も巻き込んで「ナ

他にも、人物への思い出は尽きない。国際学科主任

ショナルデー」に発展。湘南キャンパス 15 号館５階

教授で学生部長だった故・山口房雄先生は情熱的な誘

にケヤキインターナショナルプラザという名の一室が

い文句で、沼津から湘南の国際学科に移る転機を与え

設けられ、昼休みに日本人学生と留学生がランチを取

てくれた。同じく鬼籍に入られたが、国際部長を務め

りながら語らう、交流の場となった。対象の国・地域

た菊池靖先生は留学生に対するスタンスとして、「い

は日替わりで、ロシアデーは火曜日となっている。

つも平等。とことん信じる」と諭してくれた。

さて、交換留学が始まった当初のこと。ロシア人留

先生のお話は、どんな突発事項も、国際事情ゆえの

学生は本音で話さなかった。石のような無表情。大使

難しさも、ウィットに富んだ言葉でくくられていた。

館員が授業を監視していては無理もないことだった。

最後に、先生が保管されていた写真アルバムや、モ

当然、内容もつまらなくなる。しかし、「最近では引

スクワ大学へ留学した本学学生が編集した報告・体験

率者も３カ月で帰国している。学生も監視がない方が、

記『東海大学学生大使』（1977 年発行）、『モスクワサ

逆にしっかりしている」という。

ムノイ第２号』（1981 年発行）を借用・複写をさせて

ロシア人留学生たちの目標は、もちろん日本語や日
本文化を学ぶこと。それとともに、
「富士山を見ること」
「太平洋で泳ぐこと」という者も多かった。山下先生も、

いただき、当センター資料の充実が図れた。もちろん、
「国際年表」のチェックもお願いできた。
その年表を基に、当センター保管資料から写真を抽

語学だけでなく、日本の文化から風習、習慣、いろい

出。内田先生による内容確認を経て、年表と画像デー

ろなものを教えた。

タをお渡ししたのが 2011（平成 23）年春だった。 ★
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仙台・晩翠草堂と東海大学

特別寄稿

2011年度 東海大学後援会総会 東北南エリア担当教員一同
東海大学には、大学と在学生の保護者が結束を図るための組織「後援会」があります。1958 年に最初の後援会が熊本県で
発足し、現在は国内 50 地区、海外１地区
（台湾）
で活動しています。毎年、各地区の後援会が行う総会にあわせて、大学は教
員を派遣し、保護者との間で個人面談を実施しています。学生の生活や成績、進路などの状況について話し合うためです。東
日本大震災の発生から半年後の９月 17 日から 19 日にかけて、福島、山形、宮城の３県の後援会総会に参加した岡田章子准
教授（文学部）
、堀啓子准教授（同）
、松木民雄教授（国際文化学部）
、望月博之教授（医学部）から、原稿が寄せられました。
これほど多くの日本人が何らかのかかわり合いを見いだ
せる文人も少なかろう。仙台出身の詩人、
土井晩翠である。
翻訳、
評論を手がけた英文学者としての側面も知られるが、
全国津々浦々あまたの学校校歌の作詞を手がけたことでも
名高い。代表作「荒城の月」の歌詞は誰もが口ずさむ名句
ではないか。
「荒城の月」
は、
かつて名を馳せた東北の名城、
会津の鶴ヶ
城や仙台の青葉城に、栄枯盛衰の思いを重ねた歌だといわ
れる（どちらにも歌碑がある）
。このたび東北を襲った惨
禍を天より眺めれば、晩翠の哀感もいや増すように思われ
るが、意外にも晩翠は敗戦の直後に「荒城の月」について
こんなことを書いている。
「天上影は変わらねど

仙台市にある土井晩翠が晩年を過ごした居宅、晩翠草堂の前で。
左から望月、岡田、堀、松木の４氏

真はそのときのものである。門前にどっしり構える碑は、

栄枯は移る世の姿

母校である仙台の旧制二高で英語やドイツ語の教鞭をとっ

しかしこれを他の一面から考へると春夏秋冬の推し移る

た晩翠を慕う弟子たちが贈ったものだ。今年は生誕 140 周

通り、全く弱り切ってる冬枯の日本も、いつかは春が来

年、来年は逝世 60 周年にあたる。晩翠が若き日に傾倒し、

るであらう。
（中略）前途は遠いだらうが日本の復興は必

翻訳を手がけた英文学者にカーライルがいる。今もロンド

ず来ることは私の第六感である。
」
（
「
『荒城の月』のころ」

ン郊外に残るカーライルの生家は、洋行中の漱石も訪れた

1947 年）

もので、緩やかな時の流れを感じさせる表の佇まいは、ど

冬の寒さを知る者ほど、
春のありがたさへの思いは深い。
晩翠が東北の名城に託して馳せた思いは、東北人の懐の深

こかこの晩翠草堂を彷彿させる。
だが、3 月 11 日の爪痕を生々しく残す晩翠草堂の内部は、

さであり、何度倒れても立ち上がろうとするひたむきさで

折しも修復中で入館はかなわなかった。修復後も、全て元

あったかと思う。

通りというのは難しいのかもしれない。だが少なくとも彼

その晩翠には雄壮な長編詩も多く、そのうち「萬里長城

を慕った門人らが贈った石碑は損なわれず、これからも悠

の歌」
（1899 年）は東海大学の「東海」のネーミングの由

久の時の流れに残る。文化や歴史、伝統を未来へつないで

来になっている。この 102 行に及ぶ叙事詩を愛誦されてい

いくアーカイブスの重要性を痛感した。

ひた

た松前重義先生は、37 行目の「春静かなる東海の緑を涵

このたびお会いした後援会のご家族は、大きな災害とそ

す波の上」から、アジアの東の海を指す「東海」の２文字

れに伴うご苦労と隣り合わせでいらっしゃるにもかかわら

を以って大学名とされた（1987 年、朝日新聞社刊、『松前

ず、いちように明るい笑顔で、大学の話に耳を傾け、細や

重義

かなお気遣いで我々教員を労ってくださった。有難いこと

わが昭和史』
より）
。晩翠と同時期の仙台在住であっ

たことから、松前重義先生に当時の面会の有無を過日お尋

に連夜、それぞれの土地の名酒を振る舞ってくださったが、

ねしたところ、それはなかったとのお話であった。

中でも「伯楽星」や「愛宕の松」で知られる新澤醸造店は

晩翠は大学入学とともに東京に上京、多彩な活動のなか
洋行も果たし、想いは世界を駆け巡ったであろう。だが片
時も離れなかったのは生まれ故郷・仙台への想い、終の棲
家ともなったこの街への誇りではないだろうか。
先の９月、後援会出張で福島、山形をめぐり、最終地の

晩翠も愛した酒蔵で、こちらも被災に負けず今年も酒を出
荷したという。
ご親切に報い、小さな祈りを捧げたい想いで、駄文を連
ねた。筆者の分野は異なれど想いは同じであろう。松前先
生も愛誦される晩翠の詩に、以下の一節がある。

宮城県は仙台に赴いた。仙台は東北大学に学んだ松前重義

港入江の春告げて、

先生にもゆかりの深い土地である。晩翠の旧宅、晩翠草堂

燃ゆる焔に思想あり、 空行く雲に啓示あり、

が後援会場のすぐそばにあることを教わったのは偶然で

夜半の嵐に諌誡あり、 人の心に希望あり。

あった。晩翠の詩が東海大学に浅からぬ由縁を持っていた
そくぶん

ことも仄聞し、図らずも訪問の機会に恵まれた。掲載の写
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おもひ
いさめ

流るゝ川に言葉あり、
さとし

のぞみ

（1899 年刊の第一詩集『天地有情』「希望」より）
東北の、一日も早い復興を祈りたい。

★
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学園史資料センター日録（抄録）
静岡市）「旧工業高校Ｙ字校舎お別れ会」

【2010 年４月】

参加

センター主催展示会「湘南今昔～キャ

１日

ンパスものがたり」開始（～９日、於：

28 日

幌市）、旭川キャンパス（同旭川市）資

フィス）

料整理作業（～７月１日）

16 日

神奈川県資料室研究会（神資研）例

会参加（於：神奈川県足柄上郡開成町・
富士フイルム株式会社先進研究所ナレッ
ジカフェ）
20 日

拓殖大学創立百年史編纂室スタッフ視

６日

大学史協東日本部会第 104 回幹事会・

第 71 回研究会参加（於：東京都千代田区・
明治大学駿河台キャンパス／国立公文書

京都新宿区・武蔵野美術大学新宿サテラ

館）

淑徳大学アーカイブズ・スタッフ視

16 日

神資研例会参加（於：県立川崎図書館）

22 日

神奈川県立川崎図書館主催「特許情

東海大学総合資料センター資料整理

28 日

25 日

日本アーカイブズ学会 2010 年度大会

28 日

神奈川県立川崎図書館主催「特許情

学校法人立教学院 立教学院史資料セ

【８月】
31 日

「高輪会」第６回定期総会出席（於：東
京都千代田区・東海大学校友会館）

東海大学熊本キャンパス（熊本県熊

員会開催

東海大学海洋学部 50 周年事業企画打

東海大学望星会 50 周年記念式典出席

27 日

（於：東海大学校友会館）
【12 月】
１日 『東海大学学園史ニュース』№５発行
大学史協東日本部会第 107 回幹事会・

９日

第 73 回研究会参加（於：東京大学経済
学部資料室）
東海大学旭川キャンパス資料整理作

13 日

業（～ 16 日）
【2011 年１月】
東海大学海洋学部 50 周年事業企画打

12 日

ち合わせ参加（於：東海大学清水キャン
パス）

【９月】
８日

第 47 回学校法人東海大学資料編纂委

24 日

本市）資料整理作業（～９月１日）

参加（於：東京都豊島区・学習院大学目
白キャンパス）

東海大学付属高輪台高等学校同窓会

７日

ンター（東京都豊島区）視察

報活用講座（初級）」聴講（於：神奈川
県川崎市・県立川崎図書館）

ンパス）

作業（～ 23 日）

察受け入れ
22 日

（於：神奈川県平塚市・東海大学湘南キャ

察受け入れ
13 日

東日本部会第 102 回幹事会参加（於：東

21 日

東海大学ホームカミングデー会場展示

３日

【７月】

全国大学史資料協議会（大学史協）

イト）

2010 年 4 月～ 2011 年 3 月

東海大学札幌キャンパス（北海道札

神奈川県秦野市・東海大学サテライトオ

2011.11.1

東海大学海洋学部 50 周年事業企画打

20 日

報活用講座（中級）」聴講（於：県立川

ち合わせ参加（於：静岡県静岡市・東海

ち合わせ参加（於：東海大学清水キャン

崎図書館）

大学清水キャンパス）

パス）

【５月】
12 日

17 日

ミューズ、東京都中央区・石川島資料館）

大学史協東日本部会第 103 回幹事会・

17 日

愛知大学豊橋キャンパス）
20 日

18 日

神資研平成 22 年度総会・特別講演会

参加（於：県立川崎図書館）
22 日

全国歴史資料保存利用機関連絡協議

会（全史料協）関東部会総会・講演会参
加（於：東京都港区・港区立港勤労福祉
会館）
【６月】
12 日

アート・ドキュメンテーション学会

東海大学放送研究部 OB 会第４回定

東海大学熊本キャンパス資料整理作業
大学史協 2010 年度総会・全国研究会
第 72 回研究会参加（～８日、於：熊本

29 日

センター主催展示会「伊勢原キャン

東京都港区・慶應義塾大学三田キャンパ

31 日

東海大学教育開発研究所、東海大学

福岡短期大学、東海大学付属第五高等学

見学・研究会参加（於：東京都文京区・

校ほか共催「世界一行きたい科学広場

東京大学経済学部資料室）

in 宗像」出席（於：福岡県宗像市・東

17 日

京都大学大学文書館（京都府京都市）

視察
20 日

東海大学付属翔洋高等学校（静岡県

海大学福岡キャンパス／センター展示支
援）
【11 月】

学校法人学習院 学習院アーカイブズ

７日

準備室スタッフ視察受け入れ
学校法人恵泉女学園 恵泉女学園史料

10 日

室スタッフ視察受け入れ
東海大学総合資料センター資料整理

15 日

作業

県熊本市・熊本大学黒髪キャンパスほか）

学サテライトオフィス）

企業史料協議会（企業史料協）主催

ジールホテル厚木）

／東日本部会第 105 回、106 回幹事会・

パスの軌跡」開始（～５日、於：東海大

15 日

ティー出席（於：神奈川県厚木市・ロワ

（～７日）
６日

東海大学陸上競技部 50 周年記念パー

５日

学代々木キャンパス）

2010 年度年次大会参加（～ 13 日、於：
ス）

国士舘大学世田谷キャンパス）
【２月】

【10 月】
４日

大学史協東日本部会第 108 回幹事会・

第 74 回研究会参加（於：東京都世田谷区・

神資研例会参加（於：東京都三鷹市・

期総会出席（於：東京都渋谷区・東海大

東海大学総合資料センター（静岡県

静岡市）資料整理作業（～ 21 日）
21 日

解体状況調査
27 日

国際基督教大学図書館）

2010 年度総会参加（於：愛知県豊橋市・

東海大学付属翔洋高等学校Ｙ字校舎

26 日

東京都江東区・IHI ものづくり館アイ

第 46 回学校法人東海大学資料編纂委

員会開催
20 日

企業史料協主催見学・研究会参加（於：

東海大学旭川キャンパス資料整理作

16日

業（～ 17 日）
【３月】
東海大学熊本キャンパス資料整理作業

７日

（～ 11 日）
31 日

松前重義全集編纂委員会編『定本

松前重義全集
31 日

著作篇

第六巻』発行

センター編『東海大学資料叢書１

航空科学専門学校開設認可申請書類』発
行

★

15

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ください。
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ください。
また、 学園の歴史に関するレファレンスに応じています。
事項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、お気軽にご相談ください。

資料提供者一覧
【個人】
淺香隆
飯島敏雄
薄井尚
宇田川大介
大矢暁
尾郷良幸
亀田良夫
川口禮子
桐生達夫
沓澤宣賢
久保田正男
小林一雄
佐古田豊
佐藤和紀
佐藤一
重田清
鈴木竹四郎
平秀夫
千葉正次
鶴岡靖彦
中村武徳
丹羽千明
松尾守之
松尾洋一
三浦浩
村井正己
村田保太郎
村山重治

森里水
安武晴吾
山崎隆夫
山下万里子
若林敏雄
渡邉通弘
【機関・団体】
神奈川中央交通株式会社
株式会社富士サービス
ペルノックス株式会社
株式会社山久プランニング
学校法人東海大学
理事長室文書課
理事長室広報部広報課
高等教育部高等教育課
初等中等教育部初等中等教育課
東海大学出版会
船舶管理室船舶運航課
東海大学
学長室企画課
学長室企画課サテライトオフィス
国際戦略本部国際連携課
事務部湘南総務課
事務部ファシリティ課
事務部印刷業務課
事務部沼津事務課
事務部伊勢原事務部伊勢原総務課
事務部北海道事務部旭川事務室
入試センター入学広報課

2010 年 4 月～ 2011 年 3 月
教学部湘南教務課
教学部湘南学生支援課
教学部代々木教学課
教学部高輪教学課
教学部沼津教学課
教学部清水教学課
教学部伊勢原教育計画部伊勢原教育支援課
教養学部事務室
教養学部国際学科事務室
チャレンジセンター
総合教育センター
付属図書館中央図書館
付属図書館代々木図書館
付属図書館高輪図書館
付属図書館清水図書館
湘南学生会
湘南公開セミナー委員会
文化部連合会
陸上競技部
望星会
吹奏楽研究会
メディアプロジェクト
金剛会（工学部材料科学科同窓会）
機友会（機械工学科同窓会）
星医会（医学部同窓会）
東海大学付属翔洋高等学校
高輪会（付属高輪台高等学校同窓会）
東海大学新聞編集委員会
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 4-1-1 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
ホームページ
http://www.u-tokai.ac.jp/shiryo_center/
メールアドレス

shiryo-center@tsc.u-tokai.ac.jp

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
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