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❖ 学園シンボルマーク大全 ❖
学園の各機関が制定してきたさま
ざまなマーク。古くは帽章や襟章な
どに使われ、やがて校章となり、校
旗にあしらわれ、広まっていった。
マークを定め、身に着けることで、
帰属意識が高まり、愛校心や求心力
が醸成されてきた。現在は学園全体
に T-WAVE が 波 及、 浸 透。 そ し て
学園の思想・理念は世界へと広がり
続けている。
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“歴史に貢献する”学園史資料センターの理念
センター長

橋本 敏明

2003 年に開設した学園史資料センターでは、前身の機関が蓄積してきた成果を継承しながら、
学園の歴史に関する資料のさらなる収集・整理・保存を進めてきました。2012 年４月より就任
した橋本敏明センター長から、改めて当センターの理念について説明いたします。

建学の原点に返る場所として
学園史資料センターの役割は、「学園の歴史に関す

間に置き換えれば、人格といえる
でしょう。あの人と接すると勇気

る資料を収集・整理・保存し、学園内外の求めに応じ

づけられる、爽やかな風のような人だ、常に新しいこ

て提供する」
ことにあります。それでは、
「学園の歴史」

とに挑戦して楽しませてくれる……。人間には多面性

とはどのようなものでしょうか。私学の設立の経緯に

があり、人間の集合体である大学はさらに多様なイ

は創立者の理念や思想が色濃く反映されています。東

メージを持ちます。だからこそ当センターの活動は難

海大学も例外ではありません。

しく、しかし、やり甲斐があると言えるでしょう。

創立者・松前重義博士の生い立ちや人となりが学園
史に大きく影響しています。柔道に打ち込んだ少年時

遠い未来に、誰かの役に立つ

代。電気工学の研究に明け暮れた学生時代。逓信省に

本学の「人と社会と自然とが共生する、新しい文明

奉職するも悩み苦しみ、内村鑑三とキリスト教に救わ

社会の実現に貢献する」という理念は、永きにわたる

れた青年時代。東條内閣の戦争遂行に反対し、二等兵

人類の悲願と一致します。人類の誕生から今日まで、

として戦地に送られ、死線をくぐって帰国。平和思想

幾多の思想や学問、宗教などが出現しましたが、未だ

をいっそう深めて、グルントヴィの創始したデンマー

戦火は絶えません。歴史の教訓に学び、多様な価値観

ク式国民高等学校を範とする、教育による人づくり、

が共存し得る、あるべき道筋を示す。そうして世界平

国づくりを目指す……。そうした創立者の思想と行動

和、人類の幸福の実現に向けて、一私学・東海大学の

に共鳴した同志の活動や足跡もまた、重要な資料群と

立場から努力をし続けていかねばなりません。

言えます。

「汝のパンを水の上に投ぜよ

多くの日の後に汝再

今日、学園に集う園児・児童・生徒・学生諸君、ま

びこれを得ん」―旧約聖書の一節にある、創立者が

た教職員の皆さんには、建学の精神を継承し、発展さ

座右に置いた言葉です。学園史資料センターは、学園

せていってほしい。そのために必要な、学園の歴史に

の歴史を記す多様な資料を保管し続けます。その資料

触れる場、建学の原点に立ち返ることのできる場とし

が遠い将来、誰かの役に立つ。それが次の時代を、未

て、ぜひ学園史資料センターを活用してください。

来を切り拓く鍵になると信じて。東海大学の歴史が、

校風を目に見える形に
そのために、当センターでは学園史の基本事項―
例えば各教育機関の変遷、キャンパスや建築物の移り
変わり、大小の行事、海外の教育機関との交流や協定
締結など―に関するさまざまな記録資料を収集・整

人類の歴史に貢献するその日のために、パンを投じ続
けます。引き続きご理解、ご協力をお願いします。★
❖はしもと・としあき❖ 1949 年広島県生まれ。1971 年度東海大
学文学部文明学科アジア専攻卒。本学事務職員を経て体育学部武
道学科の教員となり、1994 年度から教授。2007、2008 年度体育
学部長。現在は学校法人東海大学・望星学塾副塾長（1997 年度～）、
現代文明論研究センター次長（2009 年度～）、高等教育部長（2010

理・保存しています。同時に、それぞれの事象の根源

年度～）、学園史資料センター長（2012 年度～）、常務理事（2012

にある時代背景、世界や日本の情勢をも正しく把握す

務。

ることに気を配っています。
学内外の求めに応じ、単に事実関係が記された資料
を並べて回答を示すだけでなく、利用者が一歩踏み込
んで根源までたどり着けるよう手助けをする。学園史
資料の真の活用を理想として日々、活動をしています。
学園の歴史をさまざまな観点から記録していく取り
組みは、東海大学の校風を目に見える形にすることに

02

つながると思います。ひとりの人

年６月１日～）などを務める。また望星学塾松前柔道塾塾長を兼
専門は武道学。日本古来の伝統的な身体文化である武道の歴史
を、主に技と心の伝承の面から研究している。また柔道指導法に
ついて、主に小中学生を対象に、生涯学習の観点から実践的に研
究している。
著書に『少年柔道入門』（共著、小学館、1982 年）、『柔道

シ

リーズ絵で見るスポーツ 15』（共著、ベースボール・マガジン社、
1991 年）などがある。
学生時代は柔道部に所属。現在は同部の部長教員・師範を務め
る。
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３大学統合後の資料整理―“現地保管庫”で進む収集・整理
学園史編纂員 椿田 卓士
2008 年４月の東海大学・九州東海大学・北海道東海大学の統合は、学園の大きな転換点であったと同時に、
学園史資料センターにとっても大きなターニング・ポイントとなりました。学園各地に設置した“現地資料保管庫”
を中心に、５年に及ぶ対応の状況と、資料整理の現状について説明します。

転機を好機にするために
2008（平成 20）年度の３大学統合を前に、九州東
海大学、北海道東海大学に関する資料が大量に廃棄さ

2010（平成 22）年に選別の終了した分をすべて当セ
ンターに移管し、整理作業を経て約 1400 点の資料が
目録化されました。現在、それらの資料は当センター
の収蔵庫（湘南キャンパス）に保管されています。

れてしまうのではないかと、当センターでは危機感を

沼津キャンパス（開発工学部）においては、すでに

抱きました。しかし、この転機を逆手に取り、資料を

2010（平成 22）年度より募集停止となり、今後の規

収集する好機とするために、素早く対応策を協議、動

模縮小とあわせて将来的な資料の散逸が懸念されまし

き出しました。統合に先立ち、九州東海大学の熊本・

た。そこで一昨年来現地の教職員と折衝を重ね、当セ

阿蘇両キャンパス、
北海道東海大学の札幌・旭川両キャ

ンターの業務に対する理解と協力を促すとともに、開

ンパスそれぞれにスタッフが赴き、現地の教職員と資

発工学部のあゆみに関わる諸資料の将来的保存に向け

料の選別・保存・活用について協議を重ねてきました。

て、資料の選別を現地の協力のもと進めています。本

九州東海大学・北海道東海大学時代はもちろんのこ

稿執筆時点で、段ボール箱にして約 30 箱ほどの資料

と、短期大学部（熊本）や東海大学工芸短期大学、札

を収集、今後も作業を継続していきます。開発工学部

幌教養部といった、それぞれの前史も含めた記録資料

の前史として存在した、海洋学部沼津教養部時代を含

を残すことも視野に入れての作業となりました。

めた意味での、沼津キャンパス全体の記録資料をも残

幸い、熊本、札幌、旭川の各地にそれぞれ資料保管
のスペースを確保することができたこともあり、それ
らの保管庫を整理作業の拠
点として、年間数度にわたっ

していけるように調査・収集活動を実施していきます。

６つの収蔵庫を最大限に活用して
さらに、福岡短期大学に関しては、旧福岡教養部時

て ス タ ッ フ が 作 業 に 赴 き、

代からの前史を踏まえた資料を将来に残すことを主眼

資料の収集および整理とそ

として、2011（平成 23）年度に福岡キャンパス内に

の目録化を進めてきました。

保管スペースを確保することができました。今年度よ

これまでに九州地区では約

り、資料の選別を順次進めながら作業を本格化させる

2000 件、北海道地区では約

予定です。福岡地区については、短期大学とあわせて

4000 件の目録化が終了しま

隣接する付属第

した。今後も収集・整理作
業を継続していきます。

熊本と阿蘇に関する資料は熊本
で一括収集・整理・保管する

五高等学校、付
属自由ケ丘幼稚

特に 2012（平成 24）年度から募集停止となった旭

園などの諸学校

川キャンパス（芸術工学部）については、東海大学工

に残る校・園史

芸短期大学時代からの歴史を持つ校舎であり、今後の

資料をも視野に

資料保管体制を模索しつつ、いかに記録資料の散逸防

入れた調査活動

止と収集保存を進めていくかが、これからの当セン

を展開していくことを考えています。

ターの課題となっています。

校舎建て替えや募集停止も契機に
一方、高輪キャンパスにおいては校舎建て替えを

福岡地区の資料整理は今後、本格的に着手する

こうして 2012 年 10 月現在、熊本、札幌、旭川、福
岡の４個所に現地資料保管庫を設置することができま
した。これにメインとなる湘南キャンパス同窓会館内
の当センター収蔵庫、また静岡にある総合資料セン

きっかけとして、校舎内に残存していた旧電気通信工

ターの収蔵庫（静岡市清水区三保・旧第一高校校舎内）

学校・旧短期大学部の時代を含む、将来学園史資料と

を加えた６つの収蔵庫を最大限に活用し、今後も鋭意、

なり得る資料の選別を進めました。その成果を踏まえ、

資料の整理と保管を進めていきます。

★
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学園史資料センター展示活動のあゆみ―それは通路から始まった
東海大学教育研究所准教授／学校法人東海大学資料編纂委員会委員 馬場 弘臣
さすらいゆえの柔軟さを強みに
2010（ 平 成 22） 年 １ 月 15 日 か ら ２ 月 14 日 ま で、
明治大学博物館特別展示室（東京都千代田区）で、全
国大学史資料協議会東日本部会による展示会「日本の
大学―その設立と社会―」が開催された。協議会によ
るものとはいえ、大学の垣根を越え、「日本の大学」
の歴史という統一的なテーマで展示会を開催できたこ
と自体、画期的であった。近年はどの大学でも自校史
の展示には力を入れているが、1990 年代の終わりか
ら、特に 2000 年代になると公文書館などのいわゆる
アーカイブズ機関でも展示活動が活発になってきたよ
うである。
学園史資料センターが初めて展示会を開いたのは、

2005 年 11 月、湘南キャンパスの学園祭にあわせ当センター事務室
脇にある通路で始めた展示会。文字通り「手作り」「手探り」だった

当センターの場合は常設の展示場を持っていたわけで
も、移転に際して新たに設置されたわけでもない。建

2005（平成 17）年 11 月のことであった。2003（平成

物の入口からセンター事務室の入口まで続く長い通路

15）年４月の開設から３カ月、7 月に代々木キャンパ

があって、その空間を利用して、センターがある湘南

ス（東京都渋谷区）から湘南キャンパス（神奈川県平

キャンパスの創設期についての展示ができないかと考

塚市）の同窓会館に移転して、名実ともに「学園史資

えたことがすべての始まりであった。

料センター」が発足したのであるが、それまでは蓄積

具体的な企画として、「Campus History 湘南―草

した資料を具体的に活用する機会や、学園史に関する

創の頃、その情景―」というタイトルで、11 月 1 日

調査・研究の成果を公表する場があるわけではなかっ

に始まる建学祭をめざして、それこそ手作りでパネル

た。

を作成し、覗き台に大学関係のグッズを並べてみた。

そもそも大学史・学園史などの校史に関わる部門は、

パンフレットもワープロ・ソフトで作成してプリン

「資料」の取り扱いに関する原則論でいえばアーカイ

ターで印刷したものであった。キャンパスの中心部か

ブズ機関であるが、同時にミュージアム（博物館）的

ら離れた場所であるが、おかげで建学祭に訪れた学園

な機能も大きいと考えている。それは、一つには文字

の同窓生らにも好評で、自ら写真パネルの解説をして

資料だけではなく、写真や映像・音声資料、そしてた

くださるＯＢもいた。また、村山重治付属図書館図書

くさんの「物」資料を抱えているという資料論的な問

課長（当時）の勧めで、11 号館にある付属図書館の

題である。今一つは、大学のミュージアムが、「大学

展示室を借りて、本格的な展示をする機会を得ること

におけるさまざまな専門分野における研究の成果を展

ができた。これが「写真で見る 湘南キャンパス事始

示活動を通して公表する場としてある」という見解に

め from 1962 to 1972」である。右ページの表にある

対して、学園史資料センターのような校史部門は、こ

ように、それから本年の建学祭の時期までに 17 回の

れとは別に研究・教育機関としての大学・学園そのも
のの歴史や文化に関する研究成果を展示活動を通して
公表できるという機能論的な問題による（永井英治
2012 年「ＭＬＡにおける所蔵資料の特性と利用」『ア
ルケイア―記録・情報・歴史―』第 6 号 p.163-191 南
山大学資料室発行を参照のこと）。
いずれにしても展示活動が、自らが学ぶ学校の意義
を理解してもらう意味でも、また、学園史資料セン
ターのような機関の存在意義を理解してもらう意味で
も極めて有効な手段であることは間違いない。ただし、

04

湘南キャンパスの付属図書館 11 号館分館の展示室を借用し、本格的
な展示を開催。パネルや物品を数多く展示し、内容に厚みが出せた

TES Archives News № 7

2012.12.1

学園史資料センター主催展示会一覧
回数

期

間

タ

イ

ト

ル

会

場

パンフレット

映像

１

2005年11月１日
～2010年４月30日

Campus History 湘南
―草創の頃、その情景―

２

2006年３月20日
～４月22日

写真で見る 湘南キャンパス事始め
from 1962 to 1972

湘南校舎付属図書館
11 号館分室展示室

３

2006年11月１日
～３日

代々木原頭青春譜
―写真でたどる昭和三十年代の代々木校舎―

代々木校舎４号館２階
情報システム学科第 10 研究室

４

2007年４月３日
～16日

東海大学の歴史を探る Vol.1
代々木原頭青春譜―昭和 30 年代の代々木校舎―

東海大学サテライトオフィス
地域交流センター

５

2007年10月27日
～11月５日

東海大学の歴史を探る Vol.2
湘南キャンパス創生

東海大学サテライトオフィス
地域交流センター

６

2008年４月１日
～10日

東海大学の歴史を探る Vol.3
松前重義と東海大学

東海大学サテライトオフィス
地域交流センター

７

2008年10月28日
～11月３日

建学の地、清水―海濤叱咤す太平洋―

清水校舎１号館
１階ロビー

８

2008年10月30日
～11月６日

東海大学の歴史を探る Vol.4
建学の地、清水―海濤叱咤す太平洋―

東海大学サテライトオフィス
地域交流センター

９

2009年４月１日
～９日

東海大学の歴史を探る Vol.5
東海大学１０キャンパス―学舎の歩み―

東海大学サテライトオフィス
地域交流センター
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2009年11月２日
～７日

東海大学付属翔洋高等学校創立 10 周年
同中等部創立 60 周年記念「天翔洋航」

東海大学付属翔洋高等学校
（静岡県静岡市清水区）

11

2010年４月１日
～９日

東海大学の歴史を探る Vol.6
湘南今昔～キャンパスものがたり

東海大学サテライトオフィス
地域交流センター

12

2010年４月30日
～実施中

湘南今昔～キャンパスものがたり

学園史資料センター通路

13

2010年10月29日
～11月５日

東海大学の歴史を探る Vol. ７
伊勢原キャンパスの軌跡

東海大学サテライトオフィス
地域交流センター

約 17 分

14

2011年８月４日
～10日

東海大学の歴史を探る Vol. ８
1963 OPEN 湘南キャンパス

東海大学サテライトオフィス
地域交流センター

約 15 分

15

2011年10月27日
～11月６日

東海大学の歴史を探る Vol. ９
湘南さんぽ道―モニュメント編―

東海大学サテライトオフィス
地域交流センター

Ａ５判
12 ページ

16

2012年４月１日
～８日

東海大学の歴史を探る Vol.10
湘南さんぽ道―富士見通りたてもの編―

東海大学サテライトオフィス
地域交流センター

Ａ５判
12 ページ

17

2012年10月30日
～11月８日

東海大学の歴史を探る Vol.11
湘南さんぽ道―中央通りたてもの編―

東海大学サテライトオフィス
地域交流センター

Ａ５判
12 ページ

展示会を開催している。さらに 2006（平成 18）年度
からは『東海大学学園史ニュース』、2010 年度からは
『東海大学資料叢書』の刊行を開始した。『東海大学学
園史ニュース』第１号「学園の歴史と資料と資料セン

学園史資料センター通路
（湘南校舎同窓会館２階）

Ａ４判
８ページ
Ａ４判
16 ページ
Ａ４判
Ａ４判
８ページ
８ページ

約 17 分

Ａ４判
８ページ

約 21 分

Ａ４判
Ａ４判
８ページ
12 ページ

約 27 分

翔洋高校の記念誌・映像制作に協力
A4 判 20 ページ・約 26 分

❶ Who（誰が）
主体はもちろん、学園史資料センターである。
❷ What（何を）
これを展示会のテーマ・企画に置き換えて考えてみ

ター」で述べた、
資料センターの運営と活動について、

ると、展示会を始めるにあたっては、当初、３つの基

具体化する第一歩となったのである。

本を立てていた。第１はキャンパスを単位とした展示

展示における 5W1H → 6W2H？
当たり前のことだが、展示には基本的なコンセプト

会を企画するということである。本学は現在、10 の
キャンパスを抱えており、これに高校以下付属の諸校
を加えると、校舎だけでもかなりの数にのぼる。

やシナリオが必要である。これを検証する方法はいろ

そこで、第２に、このうちメインキャンパスである

いろあるとしても、ここでは単純化するためにニュー

湘南キャンパスの創設期を最初に取り扱ったことで、

ス記事のリードとして使われる、いわゆる 5W1H を

これを皮切りに、法人本部のある代々木キャンパス、

援用して、これまでの展示会を振り返ってみたい。学

建学の地である清水キャンパス（静岡県静岡市清水区）

園史資料センターがどのような意図で展示会を行って

へと遡っていくこと、それによって本学の歴史の基本

きたのか、その方が明確になると考えるからである。

的な骨組みを追っていきたいと考えた。
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本学は、1943（昭和 18）年に清水市に開設した航
空科学専門学校を直接の母体とし、戦後の学制改革を
挟んで、1946（昭和 21）年に旧制の東海大学が、そ
して 1950（昭和 25）年に新制の東海大学が誕生する。
しかしながら、戦後の経済的混乱や学制改革に伴う大
学数の急増などの影響によって経営困難に陥ったこと
から、東京への進出を計画し、1955（昭和 30）年に
渋谷区富ヶ谷（代々木キャンパス）に移転した。さら
に高度成長に伴う進学率の増加に対応して、大学のさ
らなる発展を期するべく 1963（昭和 38）年に平塚市
に湘南キャンパスを開設したのである。

2008 年秋、清水キャンパスを会場とした展示会。湘南から代々木、そ
して建学の地である清水へと時間を遡っていく草創期３部作が完結した

❹ Where（どこで）

実際には、2006 年には代々木キャンパスで「代々

学園史資料センターは、常設の展示場を持たないの

木原頭青春譜―写真でたどる昭和三十年代の代々木校

で、“さすらいの展示”“流浪の展示”にならざるを得

舎―」を、
2008（平成 20）年には清水キャンパスで「建

ない。キャンパスを対象とした展示会は、なるべくそ

学の地、清水―海濤叱咤す太平洋―」を開催すること

のキャンパスを会場とするが、それも研究室であった

で当初の目的を果たすことになる。

り、ホールであったりと場所はさまざまである。ただ、

第３に、これらの展示会ではいずれも基本的な構成

2007（平成 19）年から小田急線東海大学前駅の駅前

を同じにした。①各キャンパスの校舎建築に焦点を当

にある東海大学サテライトオフィスを会場として定期

てること、②授業やクラブ活動、学生生活など、学生

的に提供してもらうことになった。そこで、ここでは

の日常を表現すること、③キャンパスと周辺地域との

「東海大学の歴史を探る」というタイトルを冠して、

関係を捉えていくこと―の３点を軸としたのであ

シリーズ化することとした。このサテライトオフィス

る。校舎建築にとりわけ注目するのは、各キャンパス

での展示が春季・秋季の２回をベースにしており、本

の設計に当たったのが、本学の創立者・松前重義の逓

年度で 11 回を数えることになった。

信省時代からの盟友で、近代建築のパイオニアとして、

❺ Why（なぜ）

日本武道館や京都タワーなどの代表作で知られる山田

ここでは個別展示の目的と置き換えて考えてみた

守だからである。今後もキャンパスを対象とする際に

い。また、これに❻ Whom を加えて、「誰のために」

は、これらを基本としたいと考えている。

と考えてもいいかもしれない。これは学生はもちろん

❸ When（いつ）

のこと、教職員、学生の保護者（後援会）、同窓生、

ほとんどは４月の新学期開始の時期と 11 月の建学

そして地域住民から広く社会一般までを対象とするこ

祭の時期に開催している。通常は長くとも 10 日程度

とができよう。学園史資料センターは、それぞれに対

である。そのほかには例えばオープンキャンパスの期

して学園の歴史や文化を知ってもらい、伝えていく義

間であったり、記念行事である場合は、その時期に合

務があるし、その基礎となる資料を集め、保存してい

わせることになって、その場合には１日だけというこ

くことの重要性について呼び掛けていく責任があるの

ともある。

である（詳しくは前掲「学園の歴史と資料と資料セン
ター」参照のこと）。
ただし、個別の展示会によって多少、それぞれの比
重の置き方は変わってくる。「写真で見る

湘南キャ

ンパス事始め」は特に新入生をはじめとした学生が第
１のターゲットであり、学生に湘南キャンパス開設の
状況について知ってもらうのが最大の目的であった。
これが「代々木原頭青春譜」では、当時、代々木キャ
ンパスには情報デザイン工学部（夜間）と法科大学院
があるだけで学生の数が少ないこともあって、総長を
2006 年、代々木キャンパスの一研究室という限られた空間での展示。こ
の時作ったパネルはほぼ毎年代々木建学祭に貸し出し、展示されている

06

はじめとする本部の役員・教職員に比重を置くことと
した。しかも昭和 30 年代は、建学してから十数年の
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時期で、
まさに学園の“青春期”でもあったことから、
その青春時代を回顧してもらうことを目的とした。ま
た、清水キャンパスには現在、1962 年に開設した海
洋学部が置かれているが、「建学の地、清水」という
タイトルに込めたように、ここはそもそも東海大学が
建学された場所なのだということを、学生、教職員、
地域の皆さんに知ってもらい、認識してもらうことを
目的としたのであった。
サテライトオフィスで開催している「東海大学の歴
史を探る」シリーズも、当初はこうした企画を受け継
いで始まったが、回を重ねるごとにそれぞれの目的に
応じた展示を企画するようになってきている。特筆し

2012 年春、「湘南さんぽ道～富士見通りたてもの編」設営風景。会場
と冊子をキャンパスの歴史 & 散策ガイド風に仕立てて、好評を得た

たいのは、2011 年の秋季展示から始めた「湘南さん

技術館、2006 年８月 23 ～ 27 日）、日本建築学会「建

ぽ道」シリーズである。「モニュメント編」、「富士見

築家山田守―流動するフォルムにみた合理性―」（於：

通りたてもの編」を経て、今年の建学祭には「中央通

東京都港区・日本建築学会建築博物館ギャラリー、

りたてもの編」を開催した。そもそもが狭いサテライ

2006 年 12 月 12 日～ 2007 年１月 31 日）などである。

トオフィスでは、そのすべてを展示できないことも

現在の展示会はチラシやポスターを含め、基本的に

あって内容を分けることになったが、これからも校外

すべてが内製であり、マンパワーがすべてと言っても

編、樹木編など継続していければと思っている。まず

よい状況なので、こうした経験の積み重ねが貴重なの

は今、目の前にあるものに注目してもらい、そこから

である。しかしながら、これは裏を返せば、展示会を

キャンパス全体についてさらに深く知ってもらおうと

継続して行く上での How は、❷ How much（いくら）

いう企画であり、展示会ごとに刊行した散策ガイド風

と一体であることをも明示している。展示にとって費

のパンフレットも好評であった。

用の問題はやはり避けては通れない課題である。

❶ How（どのように）
先にも述べたように、資料センターは常設の展示場

このように当センターの展示会は、一方ではさまざ
まな制約を伴うものであった。特に展示場の制約は、

を持っておらず、定期的に使用しているサテライトオ

写真パネルの枚数にも制限がかかることから、なるべ

フィスも手狭なために、写真パネルを中心とした展示

くパンフレットや図録、会場で流すイメージ映像を作

会にならざるを得ない。本格的に「物」を展示するこ

成することで展示の不充分さを補うように努めてい

とができたのは、今のところ、湘南キャンパス付属図

る。映像は基本的に静止画のスライドショーが中心で

書館 11 号館分室展示室で開催した「湘南キャンパス

あるが、動画資料がある場合は極力活用するようにし

事始め」だけである。ただし、こうした写真パネルも

ている。こうして振り返って考えてみれば、さすらい

専門業者に製作を依頼する場合と内製の場合があっ

の展示、流浪の展示であるがゆえに可変的で柔軟に対

た。初めは自分たちで作成していたが、代々木キャン

応できるのが、当センターにおける展示会の特徴であ

パスや清水キャンパスで開催した際は業者に依頼して

るといえるのではないだろうか。

いる。業者に依頼した場合のメリットは、品質はもち

簡単ではあるが、学園史資料センターにおける展示

ろんのこと、そのプロとしての技術や方法論を学ぶこ

会の歩みを概観してみた。来年、2013（平成 25）年

とにあると考えている。それこそ写真をパネルにする

は湘南キャンパスが誕生してから 50 年目の節目にあ

ためのデジタル処理について、どのくらいの画質でス

たる。また、2016（平成 28）年は旧制東海大学が創

キャニングすればいいのか、といったようなところか

設され、正式に「東海大学」が誕生してから 70 年に

ら知識が必要となるのである。

なる。そして 2017（平成 29）年には建学から 75 年を

資料センターは、主催する展示だけではなく、これ

記念する事業も企画されている。このようなアニバー

までもいくつか外部の展示の手伝いや支援を行ってき

サリーに、いわゆる通史的な展示を開催するのはもち

たが、それらもまた貴重な「経験」となった。科学新

ろんとしても、さらにどのような企画を立てていける

聞社 60 周年記念展示「松前重義と科学技術―通信・

のか。5W1H、いや 6W2H の試みはまだ続いていくの

放送・宇宙開発の歩み」（於：東京都千代田区・科学

である。

★
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Double Decade of

1993 ―2012

東海大学この20年

2012 年は学校法人東海大学にとって、1942 年の創立から 70 周年の節目にあたります。学園では『図録

東海大学 50 年』

を 1992 年 11 月１日に刊行し、その中で創立から半世紀の略年表、沿革図を掲載しています。今回はそれ以降の 20 年に関す
ふかん

る略年表と沿革図を作成しました。この “ ダブル・ディケイド ” を俯瞰し、2017 年の 75 周年、そして学園のさらなる未来をイメー
ジしてください（表中個人の敬称略）
。
■＝学園事項

■＝高等教育機関関連事項

■＝初等中等教育機関関連事項

■＝スポーツ・課外活動

□＝その他一般

1992.11■ 全日本女子剣道学生優勝大会で東海大学が優勝
1993. 3 ■ 全国高校柔道で相模高校が初優勝（以降 96、99、2007、08、09 の各年を制し、優勝６度）
1993. 4 ■ 北海道東海大学、大学院理工学研究科を開設（北海道札幌市・札幌校舎）
1993. 4 ■ 北海道東海大学、旭川校舎の芸術工学研究館が竣工（北海道旭川市）
1993. 8 ■ 全国中学校サッカー大会で第一中学校が３度目の優勝（89、92、93、94、96、97、98 の各年を制し、優勝７度）
1993.10 ■ 海洋調査研修船「望星丸」竣工
1994. 8 ■ 高校総体のバレーボールで第四高校が３度目の優勝
1994.12■ 全日本バレーボール大学男女選手権で東海大学がアベック優勝（男子は 86、93 年に次ぎ３度目、女子は 88、91 年に次ぎ３度目の優勝）
1995. 4 ■ 東海大学、湘南校舎の 15 号館が竣工（神奈川県平塚市）
1995. 4 ■ 東海大学、大学院開発工学研究科を開設（静岡県沼津市・沼津校舎）
1995. 4 ■ 東海大学、健康科学部を開設（神奈川県伊勢原市・伊勢原校舎）
1995. 4 ■ 東海大学菅生高等学校付属中学校、開校（東京都あきる野市）
1996. 3 ■ 東海大学山中湖セミナーハウスが竣工（山梨県南都留郡）
1996. 4 ■ 九州東海大学、セメスター制度を導入（新入生のみ、段階的に移行）
1996. 4 ■ 東海大学付属仰星高等学校中等部、開校（大阪府枚方市）
1996. 7 ■ アトランタ五輪、柔道男子で “中村三兄弟” がそろって代表に。三男・兼三（東海大学卒・旭化成）が 71kg 級で金メダル
1997. 4 ■ 東海大学、北海道東海大学、セメスター制度を導入（東海大学は全学年。医学部、健康科学部を除く。北海道東海大学は新入生のみ、段階的に移行）
1997. 4 ■ 東海大学、清水校舎の 10 号館が竣工（静岡県清水市）
1997. 4 ■ 北海道東海大学、札幌校舎の国際交流会館が竣工
1997. 4 ■ 東海大学菅生高等学校付属中学校、東海大学菅生中学校に校名変更
1997. 8 ■ 高校総体のアーチェリーで第二高校が初優勝
1997. 9 ■ 東海大学、湘南校舎の 16 号館が竣工
1998. 2 ■ 長野五輪、フリースタイルスキー女子モーグルで里谷多英（北海道東海大学 3 年）が金メダル
1998. 4 ■ 学校法人東海大学教育開発研究所、開設（東京都渋谷区・代々木校舎）
1998. 4 ■ 東海大学福岡コモンホールが竣工（福岡県宗像市）
1998.10 ■ 東海大学、高輪校舎の４号館と付属高輪台高校の新校舎が竣工（東京都港区）
1999. 4 ■ 東海大学短期大学部、電気通信工学科を情報・ネットワーク学科に名称変更（東京都港区・高輪校舎）
1999. 4 ■ 東海大学、大学院健康科学研究科を開設（伊勢原校舎）
1999. 4 ■ 東海大学付属翔洋高等学校、開校（静岡県清水市折戸の清水校舎内。東海大学第一高等学校と東海大学工業高等学校を統合）
1999. 8 ■ 全国高校ゴルフの女子団体で第二高校が初優勝（2002 年まで４連覇）
2000. 1 ■ 全国高校ラグビーで仰星高校が初優勝
2000. 4 ■ 学校法人東海大学現代文明論研究センター、開設（代々木校舎）
2000. 4 ■ 学校法人東海大学エクステンションセンター、開設（高輪校舎）
2000. 4 ■ 九州東海大学、応用情報学部を開設（熊本県熊本市・熊本校舎）
2000. 4 ■ 選抜高校野球で相模高校が初優勝
2000. 6 ■ 全日本学生柔道優勝大会の女子の部で東海大学が初優勝
2000. 7 ■ 全日本大学サッカートーナメントで東海大学が２度目の優勝
2000. 8 ■ 全国高校野球で浦安高校が準優勝
2000. 9 ■ 東海大学、湘南校舎の 17 号館が竣工
2000. 9 ■ シドニー五輪、柔道男子 100kg 級で井上康生（東海大学４年）が金メダル
2001. 1 ■文部省と科学技術庁が統合し文部科学省となる
2001. 4 ■ 東海大学、電子情報学部を開設（湘南校舎）
2001. 6 ■ 全日本大学野球で東海大学が３度目の優勝
2002. 2 ■ 東海大学、湘南校舎の COM SQUARE が竣工
2002. 3 ■ 東海大学医学部付属八王子病院、開院（東京都八王子市）
2002. 9 ■ 日本学生陸上競技対校選手権で東海大学が初優勝（以降 2004、2007 年を制し優勝３度）
2002.10■ 付属高輪台高校の総合グラウンド使用開始（埼玉県さいたま市）
2003. 4 □ 静岡県の静岡市と清水市が合併し、新たな静岡市となる（旧清水市は静岡市清水区となる）
2003. 4 ■ 学校法人東海大学学園史資料センター、開設（代々木校舎。同年７月湘南校舎に移転）
2003. 4 ■ 短期大学部、商経学科を経営情報学科に、生活科学科を人間環境学科に名称変更（静岡県静岡市・静岡校舎）
2003. 4 ■ 東海大学第一中学校、東海大学付属翔洋中学校に校名変更。清水校舎の東海大学付属翔洋高等学校校舎内に移転
2003. 4 ■ かもめ幼稚園、東海大学付属かもめ幼稚園に園名変更（熊本県熊本市）
2003. 8 ■ 世界陸上パリ大会男子 200m で末續慎吾（東海大学大学院・ミズノ）が３位
2003. 9 ■ 東海大学、知的財産戦略本部を開設（湘南校舎）
2003.11 ■ 全日本大学駅伝で東海大学が初優勝
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2003.12 ■ 東海大学第二高校、新校舎竣工（熊本県熊本市）
2004. 1 ■ 箱根駅伝で東海大学が総合２位
2004. 4 ■ 東海大学、専門職大学院実務法学研究科を開設（代々木校舎）
2004. 4 ■ 医療技術短期大学、第一看護学科を看護学科に名称変更、第二看護学科の募集を停止（神奈川県平塚市）
2004. 4 ■ 東海大学第二高等学校、東海大学付属第二高等学校に校名変更
2004. 4 ■ 東海大学第三高等学校、東海大学付属第三高等学校に校名変更（長野県茅野市）
2004. 4 ■ 東海大学第四高等学校、東海大学付属第四高等学校に校名変更（北海道札幌市）
2004. 4 ■ 東海大学第五高等学校、東海大学付属第五高等学校に校名変更（福岡県熊本市）
2004. 4 ■ 東海大学第四高等学校付属中等部、東海大学付属第四高等学校中等部に校名変更（北海道札幌市）
2004. 6 ■ 全日本学生柔道優勝大会で東海大学が男女アベック優勝（男子 13 度目、女子３度目の優勝）
2004. 8 ■ アテネ五輪、柔道女子 78㎏超級で塚田真希（東海大学大学院・綜合警備保障）が金メダル
2004. 8 ■ 高校総体の陸上競技男子 1600m リレーで浦安高校が初優勝（2005 年連覇）
2005. 1 ■ 箱根駅伝で東海大学が往路初優勝（総合６位）
2005. 4 ■ 学校法人東海大学、国際戦略本部を開設（代々木校舎）
2005. 4 ■ 東海大学・九州東海大学・北海道東海大学で構成する東海大学連合大学院を開設。理工学研究科、地球環境科学研究科、生物科学研究科を設置（活
動が複数の校舎にまたがるため、所在地の表記なし）
2005. 4 ■ 北海道東海大学、大学院国際地域学研究科を開設（札幌校舎）
2005. 8 ■ 高校総体のアーチェリーで相模高校が初優勝、ボクシング男子フェザー級で第二高校３年の野本大貴が優勝
2005.10 ■ 出雲駅伝で東海大学が初優勝（2007 年まで３連覇）
2005.11 ■ 東海大学医学部付属病院、新病院棟竣工（2006 年１月、新病院棟での診療開始。伊勢原校舎）
2005.12 ■ 全日本大学バスケットボール選手権で東海大学が初優勝（2006 年連覇）
2006. 2 ■ 全国高校スキーの男子大回転、回転で第四高校２年の大越龍之介が２冠（2007 年も連続２冠）
2006. 4 ■ 東海大学、電子情報学部を情報理工学部に名称変更（湘南校舎）。第二工学部を情報デザイン工学部に名称変更（代々木校舎）
2006. 4 ■ 東海大学、工学部航空宇宙学科に航空宇宙学専攻、航空操縦学専攻を開設（湘南校舎）
2006. 4 ■ 東海大学、チャレンジセンターを開設（活動は各校舎。推進室は湘南校舎に設置）
2006. 8 ■ 高校総体の陸上競技、学校対抗男子で望洋高校が初の総合優勝
2006. 9 ■ 菅生中学校、新校舎へ移転（東京都あきる野市菅生 1817 から菅生 1468 へ）
2007. 1 ■ 全国高校ラグビーで仰星高校が２度目の優勝
2007. 3 ■ 全国高校柔道の男子団体で相模高校が４度目の優勝（2009 年まで３連覇、優勝６度）
2007. 4 ■ 学校法人東海大学、助教授を准教授に変更
2007. 4 ■ 東海大学、専門職大学院組込み技術研究科を開設（高輪校舎）
2007. 4 ■ 東海大学、大学院人間環境学研究科を開設（湘南校舎）
2007. 4 ■ 東海大学付属高輪台高等学校中等部、開校（東京都港区）
2008. 4 ■ 東海大学、九州東海大学、北海道東海大学を統合
2008. 4 ■ 連合大学院、東海大学に移管。東海大学、大学院に以下の研究科を開設。総合理工学研究科、地球環境科学研究科、生物科学研究科（活動が
複数の校舎にまたがるため、所在地の表記なし）
2008. 4 ■ 東海大学、大学院に以下の研究科を開設。国際地域学研究科（札幌校舎）、理工学研究科（同）、芸術工学研究科（旭川校舎）、産業工学研究科（熊
本校舎）、農学研究科（熊本県熊本市・阿蘇校舎）
2008. 4 ■ 東海大学、以下の学部を開設。総合経営学部（熊本校舎）、産業工学部（同）、農学部（阿蘇校舎）、国際文化学部（札幌校舎）、生物理工学部（同）、
芸術工学部（旭川校舎）、情報通信学部（高輪校舎）
2008. 4 ■ 東海大学付属浦安中学校、東海大学付属浦安高等学校中等部に校名変更（千葉県浦安市）
2008. 4 ■ 東海大学付属相模中学校、東海大学付属相模高等学校中等部に校名変更（神奈川県相模原市）
2008. 4 ■ 東海大学菅生中学校、東海大学菅生高等学校中等部に校名変更
2008. 6 ■ ル・マン 24 時間レースに東海大学が参戦。完走ならずも 186 周、17 時間 39 分 44 秒走行
2008. 8 ■ 北京五輪、柔道女子 78㎏超級で塚田真希（東海大学大学院卒・綜合警備保障）が銀メダル。陸上男子 400m リレーで日本が銅メダル（１走・
塚原直貴＝第三高校卒・東海大学卒・富士通、２走・末續慎吾＝東海大学卒・東海大学大学院卒・ミズノ）
2008.12■ 東海大学付属第三高校、新校舎竣工
2009. 4 ■ 東海大学付属翔洋中学校、東海大学付属翔洋高等学校中等部に校名変更
2009. 6 ■ 全日本大学野球選手権に東海大学から湘南、北海道、海洋学部の３チームが出場
2009.10■ ソーラーカーの豪州縦断レース「Global Green Challenge」で東海大学が初優勝（2011 年連覇。南ア一周レースは 2010、11、12 年と３連覇）
2009.11 ■ 全日本ラクロス大学選手権で東海大学女子が初優勝（12 月の全日本選手権で準優勝）
2010. 1 ■ 全国大学ラグビー選手権で東海大学が準優勝
2010. 3 ■ 東海大学、高輪校舎の新 1 号館が竣工（2011 年８月に新 2 号館が竣工）
2010. 4 ■ 東海大学、観光学部を開設（湘南校舎）
2010. 8 ■ 全国高校野球で相模高校が準優勝
2011. 4 ■ 選抜高校野球で相模高校が２度目の優勝
2011. 7 ■ サッカー女子ワールドカップで日本が優勝（永里優季＝東海大学卒・ポツダム）
2011.12 ■ 全日本バレーボール大学男女選手権で東海大学が２度目のアベック優勝（男子は 94、2003、06、09 年に次ぎ７度目、女子は 95、98 年に次
ぎ６度目の優勝）
2012. 4 ■ 東海大学、大学院情報通信学研究科を開設（高輪校舎）
2012. 4 ■ 東海大学、生物学部を開設（札幌校舎）
2012. 4 ■ 東海大学付属第二高等学校、東海大学付属熊本星翔高等学校に校名変更
2012. 4 ■ 東海大学付属小学校と東海大学付属幼稚園、静岡市清水区三保から同区折戸（清水校舎内）の新校舎・新園舎に移転
2012. 6 ■ 全日本学生柔道優勝大会で東海大学男子が 5 年連続 18 度目の優勝
2012. 8 ■ 高校総体の柔道男子団体で浦安高校が初優勝（３月の全国高校柔道の男子団体、７月の金鷲旗も初優勝し３冠を達成）
2012. 8 ■ ロンドン五輪、サッカー女子で日本が銀メダル（大儀見優季＝東海大学卒・ポツダム）。柔道男子 73㎏級で中矢力（東海大学卒・ALSOK）が
銀メダル
2012.11 ■ 東海大学付属熊本星翔高校、松前記念サッカー場竣工
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Double Decade of

1993 年度から 2012 年度における学園各教育機関の名称変更や開設、
廃止時期などの沿革を図示しました。『図録 東海大学 50 年』206―207
ページ、『東海大学五十年史
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1993 ―2012

東海大学この20年

通史篇』巻頭、同『部局篇』巻末に掲載さ

れた沿革図もご参照いただき、それに続くものとしてご覧ください。
1993
▼

＊1

1994
▼

1995
▼

1996
▼

1997
▼

1998
▼

1999
▼

2000
▼

2001
▼

2002
▼

2003
▼

2004
▼

2005
▼

2006
▼

2007
▼

2008
▼

2009
▼

2010
▼

2011
▼

2012
▼

1942.12 創立 学校法人東海大学

＊2

1943.4 開設 東海大学

2008.4 三大学統合

1973.4 開設 九州東海大学

2008 年度から募集停止

2010.9.16 廃止

1977.4 開設 北海道東海大学

2008 年度から募集停止

2010.9.16 廃止

1963.4 開設 東海大学短期大学部［高輪］

2008 年度から募集停止

2009.9.30 廃止

1952.4 開設 東海大学短期大学部［静岡］
1974.4 開設 東海大学医療技術短期大学
1990.4 開設 東海大学福岡短期大学
＊3

1955.4 開校 東海大学付属浦安高等学校
1963.4 開校 東海大学付属望星高等学校
1963.4 開校 東海大学付属相模高等学校

＊4

1944.4 開校 東海大学付属高輪台高等学校

＊5

1951.4 開校 東海大学第一高等学校

1999.4 統合

1959.4 開校 東海大学工業高等学校

1999.4 校名変更┃ 東海大学付属翔 洋高等学校

2004.4 校名変更┃東海大学付属第二高等学校

1961.4 開校 東海大学第二高等学校

2012.4 校名変更┃東海大学付属熊本星翔高等学校

2004.4 校名変更┃東海大学付属第三高等学校

1963.4 開校 東海大学第三高等学校

2004.4 校名変更┃東海大学付属第四高等学校

1964.4 開校 東海大学第四高等学校

2004.4 校名変更┃東海大学付属第五高等学校

1966.4 開校 東海大学第五高等学校
1983.4 開校 東海大学付属仰星高等学校

＊6

1986.4 開校 東海大学付属望洋高等学校
1988.4 開校 東海大学付属デンマーク校高等部

2006 年度から募集停止

＊7

2008.3.31 閉校

1977.4 開校 東海大学甲府高等学校（連携校）

＊8

1982.6 開校 東海大学山形高等学校（提携校）

＊9

1989.4 開校 東海大学菅生高等学校（提携校）
2008.4 校名変更┃東海大学付属浦安高等学校中等部

1988.4 開校 東海大学付属浦安中学校

2008.4 校名変更┃東海大学付属相模高等学校中等部

1980.4 開校 東海大学付属相模中学校

2007.4 開校 東海大学付属高輪台高等学校中等部
2003.4 校名変更┃東海大学付属翔洋中学校

1949.4 開校 東海大学第一中学校

2009.4 校名変更┃東海大学付属翔洋高等学校中等部

2004.4 校名変更┃東海大学付属第四高等学校中等部

1986.4 開校 東海大学第四高等学校付属中等部
1996.4 開校 東海大学付属仰星高等学校中等部
1988.4 開校 東海大学付属デンマーク校中等部

1993.4 名称変更 ┃東海大学付属デンマーク校中学部
1995.4 開校

2008.3.31 閉校

2006 年度から募集停止

┃ 1997.4 校名変更 東海大学菅生中 学校（提携校）

2008.4 校名変更┃東海大学菅生高等学校中等部（提携校）

東海大学菅生高等学校
付属中学校（提携校）

1967.4 開校 東海大学付属小学校
1958.4 開園 東海大学付属幼稚園
1973.4 開園 東海大学付属本田記念幼稚園
1973.6 開園 東海大学付属自由ケ丘幼稚園
1974.5 開園 かもめ幼稚園
▲

1993

10

▲

1994

▲

1995

▲

1996

▲

1997

▲

1998

▲

1999

▲

2000

2003.4 園名変更┃東海大学付属かもめ幼稚園

▲

2001

▲

2002

▲

2003

▲

2004

▲

2005

▲

2006

▲

2007

▲

2008

▲

2009

▲

2010

▲

2011

▲

2012

＊１＝学校法人東海大学＝ 1942 年 12 月、財団法人国防理工学園設立。1945 年８月に財団法人東海学園、1946 年５月に財団法人東海大学、1951

↗期と再定義している。＊７＝甲府高校＝ 1946 年４月「山梨高等経理学園」として開校。1974 年４月に学校法人東海大学と提携し「東海甲府高等学

年３月に学校法人東海大学と名称変更。＊２＝東海大学＝ 1943 年４月、前身の「航空科学専門学校」が開校。＊３＝浦安高校＝ 1955 年４月「東海

校」に校名変更。1977 年４月「東海大学甲府高等学校」に校名変更。＊８＝山形高校＝ 1956 年 10 月「山形経理実務学校」が開校。同校の経営母体

大学付属高等学校」として開校。1975 年４月「東海大学付属浦安高等学校」に校名変更。＊４＝高輪台高校＝前身「電気通信工業学校」
「電波工業学校」

（1964 年７月から学校法人一橋学園）が 1965 年４月「一橋商業高等学校」を開校（1977 年４月「一橋高等学校」に校名変更）
。1977 年 11 月に学

ともに 1944 年４月開校。＊５＝第一高校＝ 1951 年４月「東海大学高等学校」として開校。1959 年４月「東海大学第一高等学校」に校名変更。＊６

校法人一橋学園と学校法人東海大学が提携、1978 年４月に「一橋高等学校」を「東海山形高等学校」、1982 年６月に「東海大学山形高等学校」に校

＝望洋高校＝ 1889 年 11 月「女子独立学校」として開校。数度の校名変更を経て 1974 年に学校法人東海大学と提携。1975 年４月「東海精華女子高

名変更。＊９＝菅生高校＝ 1983 年４月「東京菅生高等学校」として開校。1988 年 10 月に学校法人東海大学と提携。1989 年４月「東海大学菅生高

等学校」、1977 年 12 月「東海大学精華女子高等学校」、1986 年４月「東海大学付属望洋高等学校」に校名変更。学園では同校の開校時期をこの時↗

等学校」に校名変更。
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校章や校旗、キャンペーンマークやシンボルマーク、キャラク
ターなど、学園はさまざまなマークを生み出してきました。組織
の理念を象徴したもの、活動に込めた想いを具現化したもの―
学園が大切に守り続けてきた数々のしるしを大観することで、
70 年に及ぶ歴史や伝統、一貫した思想を再考してみましょう。
※「VISTORY」は、「VISUAL」と「HISTORY」からなる造語です。
また、当記事中のマーク掲載順序は不同です。
取材・構成：学園史編纂員・中西祐悟

学園シンボルマーク大全

◥校章、校旗、T-WAVEなど◣
❶

❶財団法人国防理工学園帽章／同財団法人は 1942 年
12 月に文部省から設立が認可された。後の学校法人東

❸

❷

❹

海大学。学生帽の正面中央に着けられたと思われる。❷

❺

国防理工大学襟章／国防理工大学は実際には開設され
なかった。幻の襟章。❸航空科学専門学校帽章／同校
は 1943 年４月、静岡県清水市に開校した東海大学の前
身。学生帽の正面に着けられた。❹航空科学専門学校
航空科襟章、❺同物理科襟章／航空科学専門学校の生

❼

❻

徒が襟元に着けた。❻電波科学専門学校襟章／ 1944 年

❾

❽

４月に東京都中野区に開校した同校の生徒が襟元に着け
た。❼東海科学専門学校帽章／航空科学専門学校と電
波科学専門学校が 1945 年８月に合併、東海専門学校と
なる。同年 10 月に東海科学専門学校に校名変更。同校
で使用した帽章。「東海」の校名に加え富士と波、カモ
メがあしらわれている。❽東海科学専門学校府中分校バッ
ジ／東京都府中市に開設された府中分校の生徒が着け

⓫

❿

たバッジ。❾東海電波高等学校校旗図案／同校は現在

⓬

の付属高輪台高等学校の前身。1944 年に電気通信工業
学校として開校、1945 年に東海工業学校、1948 年に東
海工業学校、1952 年に東海電波高等学校、1968 年に
東海大学高輪台高等学校と校名変更している。既に当時
から富士と波、カモメが学園共通のマークとして浸透して

⓭

いたようだ。色も緑で、現在の学園の“高校色”と通じる。

⓱

⓮

❿東海大学（旧制）理工学部襟章／旧制大学令の下で
認可された東海大学は 1946 年７月、
予科を擁してスタート。

⓰

1949 年に理工学部と経文学部の２学科を開設した。図版
は理工学部の襟章。②の意匠と類似している。⓫東海大
学（新制）初期の帽章／新制の東海大学は 1950 年に
清水で開設。その学生の帽章。波とカモメの翼があしら

⓯

⓲

われている。⓬東海大学校章／ 1955 年に代々木へ移転、
1958 年度から文学部の募集を再開。大学としての体制
が整いつつあったこのころ、校章の形も整えられた。⑪と
は「大」の字の２、３画目の形状が異なる。⓭東海大学
実業高等学校校章／ 1948 年４月に東海実業高校として

⓳

開校、1979 年 12 月に廃止。⓮東海大学工業高等学校
校章／ 1999 年度に第一高校と統合し付属翔洋高等学校

⓴





となった。高校ごとに独自の校章があった。⓯付属高校・





中等部校章／学園共通の校章。写真は付属相模高等学
校の門に掲げられているもの。⓰付属幼稚園校章／学園
共通の校章。写真は付属本田記念幼稚園の園児送迎バ
スから。⓱医療技術短期大学バッジ／実習着の襟元に着
けたが、2012 年度からは使用せず。⓲医療技術短期大
学バッジ／卒業記念品として配布されていたが、現在は







配布していない。⓳⓴学園大学・付属高等学校・



中等部・小学校・幼稚園校章／ 1997 年７月に改めて制
定された校章。カモメの翼の角度と先端の形状などが旧
来と異なる。学園教職員バッジ。菅生高等学校校章、
同中等部校章／ペンと波、カモメの羽根を梅の花が囲
む。東海大学校旗／創立者・松前重義博士が自らの
信条「愛と正義」を学園の校旗に象徴化。「十字の白線
は横が愛、縦が正義を表す。愛と正義の交わるところに
真理がある」と述べている。校旗の地色は学園の教育



機関の幼稚園・小学校・中等部・高等学校・短期大学・



大学・大学院の７段階に対応して、それぞれ赤・橙・黄・






緑・青・藍・紫の７色に分けられている。学園シンボ
ルマーク「T-WAVE」 ／ 1992 年制定。東海大学の頭
文字「Ｔ」と波の形状を組み合わせ、本学園が波となっ
て新しい歴史を切り拓いていく力強い意志を表現。図版
は「学校法人東海大学」のものだが、各教育機関や組



織ごとにロゴタイプのデザインがあり、色や文字のフォント、
間隔なども厳密に制定されている。東海大学付属小学
校／ブレザーで使用されているボタン。学園校友会エン
ブレム。ネクタイピン校旗、同Ｔウェーブ／東海大学
オフィシャルグッズ。湘南キャンパス８号館２階バブショップ
か、
ウェブサイトhttp://twave.tokai-eic.co.jp で購入可能。
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◥組織、機関、部署など◣
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❶東海大学体育学部／学部開設 40 周年を機に 2007 年
に制定。周囲の英文字は５学科ごとの別デザインもあ
る。❷東海大学医学部／東海大学の頭文字「Ｔ」に白

❶

❷

❸

❹

蛇が絡む。杖と白蛇を用いたマークは医療・医学の世
界で広く取り入れられている。❸❹東海大学海洋学部
／ 50 周年を機に 2012 年に制定。２種類のエンブレム
とも、海というフィールドで夢を叶えるため、どんな
困難も乗り越えてほしいとの願いが込められている。
❺東海大学総合医学研究所／ 1998 年マーク制定。青
いリボンは染色体のらせん構造をイメージ。リボン裏
の 文 字 は「SCIENTIARUM DOMINUS」。 ラ テ ン 語
で知識の主といった意味。❻東海大学創造科学技術研

❺

究機構／同機構は、後進の国際的研究者を育て得る

❼

❻

❽

「メンター研究者」の養成を目的に 2010 年７月に設
立。❼東海大学教育研究所／ 25 周年を機に 2012 年に
マーク制定。頭文字「Ｋ」と人の横顔がモチーフ。❽
東海大学出版会／ 1965 年マーク制定。本学に設置さ
れている舟越保武氏の「星を仰ぐ青年の像」をモチー
フに、道吉剛氏がデザイン。❾東海大学医学部医学科
外科学系整形外科学領域／創設 20 周年を記念し 1994
年にマーク制定。大山と丹沢山系をバックに、曲がっ
た若木を矯正している。❿東海大学湘南公開セミナー
委員会／ 1977 年ごろ制定。
「セミナー」の頭文字「Ｓ」

❾

❿

⓫

⓬

を基調に、好奇心に揺らめく炎、ひな鳥が新たな知識
を求め､ 殻を打ち破り外界に飛び立とうとする姿をイ
メージ。⓫東海大学校友会館／東京・霞が関ビル 35
階にあり各種会合などに利用される施設。グラスに敷
くコースターの図柄。⓬おおねさんぽ／ 2009 年４月
に開設された、
東海大学駅前商店街（神奈川県秦野市）
の広報ブログで、学生らが運営。マークは 2010 年に
制定。⓭東海大学文化部連合会／ 1960 年に発足した
文化系クラブの連合体。当初は代々木で、1967 年に
湘南に本部を移転。マークは旗やジャンパーの背面な

⓭

⓮

どに用いられている。⓮東海大学医療技術短期大学

⓯

同窓会／同短大は 1974 年開校、同窓会は第二看護学
科（２年制）の１期生が卒業した 1976 年３月に発足。
1991 年には同窓会の名称を「りんどうの会」として
いる。マークのモチーフは松前重義夫人で“学園の母”
と慕われた信子氏が愛したリンドウの花と、カモメ。
⓯東海大学健康クラブ／ 2010 年２月発足の同クラブ
は、神奈川県伊勢原市と東海大学健康科学部の協働に
よる「総合型地域スポーツクラブ」
。市民の体力づく
りに向けた講座やスポーツ教室などが行われている。

⓰

⓱

マークは健康科学部の松本雅之教授がデザイン。赤と

⓲

青のハートは、動脈と静脈の配置が本来と逆。客体で
はなく主体として、
能動的な心と身体を象徴している。
⓰⓱東海大学教育支援センター教育支援課学習支援室
／通称「Ｓナビ」は 2008 年４月、湘南キャンパス６
号館Ｃ棟１階に開設。主に理工系基礎教育科目（数学、

⓳

⓴



物理、
化学）を対象に個別学習相談を受け付けている。
「Ｅナビ」は 2010 年６月、湘南キャンパス１号館２階
に開設された英語学習支援室。⓲東海大学社会教育セ
ンター海洋科学博物館／同館は 1970 年に静岡県清水
市三保に開館。マークは英文名称「Marine Science
Museum」の頭文字「MSM」がモチーフ。⓳東海大
学農学部応用動物科学科／ 2011 年９月から阿蘇キャ

シンボルマークの話をしよう①
富士を乗り越えカモメが飛翔

ンパス内で同学科生が着用する実習用作業着に印刷さ
れている。旭川キャンパスの芸術工学部生が､ 阿蘇の
学生の要望をテレビ会議システムで聞いてデザイン。
⓴東海大学応援部襟章。東海大学海洋学部襟章。

「一富士、二鷹、三茄子」といえば初夢に見れば縁起のいいもの。これにあやかれば学園のシン
ボルマークでよく登場するのは、
「１富士、２カモメ、３ケヤキ」といったところか。建学の地・
静岡県の清水は、日本一の富士の山を仰ぎ見ながら、太平洋の波に洗われる、青年教育の場として
絶好の地だった。校名の「東海」はアジアの東の海、つまり太平洋を表しており、海といえば波、
そしてカモメがつきもの。またケヤキの木は創立者・松前重義がこよなく愛した樹木として知られ
ている。15 ページで紹介する付属校エンブレムにも多くに、ケヤキの葉が描かれている。
1955 年に学園は本部を東京・代々木に移転。富士山が見えなくなったためか、マークに用いら
れる富士の姿も減り、カモメが飛躍的に多くなっていく。
ところで、「東京都の木はイチョウ」
「横浜市の花はバラ」など、さまざまな自治体がゆかりの木
や花、鳥などを定めている。これに倣って学園の木・花・鳥を定めるとしたら、ケヤキ・リンドウ・
カモメとなるだろう。
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◥キャンペーン／プロジェクト／行事／グッズほか◣
❶

❶東海大学環境プロジェクト認定マーク／ 1997 年発表の
「東海大学環境憲章」に関連し、
1999 年度に環境プロジェ
クトがスタート。学内で行われているさまざまな環境保護活

❷

❹

❸

動を認定・登録し、個々の活動が有機的に機能する体制
づくりを目指した。❷東海大学湘南キャンパス ISO14001
認証取得マーク／東海大学湘南キャンパスと医療技術短
期大学が 2003 年６月、環境マネジメントシステムの国際規
格である ISO14001 の認証を取得。これを機にマークを制
作し、環境保全活動の継続と促進を訴えた。❸東海大学
建学祭統一マーク／ 1981 年８月、当時の九州東海大学、
北海道東海大学を含む各校舎の建学祭実行委員長の合
議によって制定された。❹ NASA 公式飛行記念品・東
海大学エンブレム／ 2010 年４月、JAXA（宇宙航空研究

❺

開発機構）宇宙飛行士の山崎直子さんが搭乗したスペー

❼

❻

スシャトル・ディスカバリー号のミッション「STS-131」に際
し、シャトルに積み込まれて宇宙を旅したエンブレム。実物
は直径約 40㎝。本学と山崎さんは夫・大地さんが工学部
航空宇宙学科の卒業生という縁がある。❺望星丸世界一
周研修航海／ 1996 年６月から 10 月にかけて、本学は海
洋調査研修船「望星丸」で世界一周研修航海を実施。
エンブレムは主な寄港地と航路図、望星丸のシルエットな
どが盛り込まれている。❻東海大学同窓会ホームカミング
デー／ホームカミングデーは 2001 年から毎年 11 月３日に
湘南校舎で開催されている同窓生の集い。2007 年の第

❾

❽

７回から制定されたマークは、豊かな個性を持った同窓生
を、色とりどりの渡り鳥になぞらえ、戻ってくる様子を図案
化。❼東海大学チャレンジセンター／ 2006 年度の同セン
ター開設に先立ち制作された、
通称「でかちゃれ」マーク。
学生のでっかいチャレンジを後押し。❽東海大学学園オリ

⓫

ンピック。学園オリンピックは 1964 年８月、東京オリンピック
に２カ月先立ち湘南キャンパスで開催されたスポーツ大会
が始まり。2006 年度にディベート部門が加わり、現在は９
部門で実施されている。❾東海大学教養学部 SOHUM

❿

プログラム／ 2009 年度にスタートした教養学部共通プログ
ラム。「SOHUM（ソフューム）
」は「Social（社会）」と
「Humanware（人間的能力）
」 からなる造語。社会的
な課題を解決していく中で、学生の実践力や行動力を磨
く。❿学校法人東海大学スマイルリレーションズキャンペー
ン／ 2004 年ごろから展開された、学園の静岡・清水地
区の幼稚園から大学・大学院および関連機関による、一
貫教育体制の PR 活動。カラフルな色鉛筆調で描かれた
マークは親しみやすいデザイン。⓫阿蘇乃魂／東海大学
と九州沖縄農業研究センター、焼酎メーカーの房の露株
式会社、有限会社木之内農園の４者による産官学連携で
生み出された芋焼酎。九農研が開発したムラサキイモの
新品種「ムラサキマサリ」を原材料に、2008 年春に試験

◥周年記念事業◣

販売。現在は本格販売されている。図版のラベルには火

❸

❷

❶

の国・熊本の阿蘇山が描かれている。

❶学校法人東海大学建学 40 周年記念シンボルマーク／
1982 年制定。❷学校法人東海大学建学 50 周年シンボル
マーク／ 50 周年に先立ち 1991 年制定。二重の円は物
質文明と精神文明の調和を表す。❸学校法人東海大学
建学 50 周年キャンペーンマーク／ 50 周年に先立ち 1991
年制定。「和衷協同」「心の響きあい」を表現。❹東海
大学学園史資料センター「学園創立 70 周年キャンペーン

❹

❺

マーク」／ 2012 年の学園 70 周年に向けて、
資料センター
が独自に 2010 年に制作。各種刊行物に使用した。❺学
校法人東海大学建学 75 周年記念事業シンボルマーク／
2012 年制定。右上の 4 つの曲線は四半世紀の節目ごと
に発展していく様子を表す波紋と同時に翼・空をイメージ。

❻

全体は船をモチーフにしている。❻東海大学工業高校 30
周年記念バッジ／ 1989 年、同校の 30 周年を記念し関係

❼

者に配布された。❼星医会創立 20 周年記念マーク／東
海大学医学部同窓会である星医会が、2000 年の 20 周
年に際して制定。会員からデザインを募った。❽東海大
学教養学部 40 周年記念マーク／ 2008 年の学部開設 40

❽

❾

❿

⓫

周年を記念してデザイン。❾東海大学付属第二高等学校
50 周 年 記 念マーク／ 2011 年の 50
周年に際して制定。2012 年から付属
熊本星翔高等学校に校名変更した。
❿東海大学陸上競技部 50 周年マー
ク／ 2010 年の創部 50 周年に際して
作成。⓫東海大学海洋学部 50 周年
記念ロゴマーク／ 2011 年、50 周年
（2012 年）に向けて制定。

14

あ

TES Archives News № 7

◥付属諸学校エンブレムほか◣
❶

❷

❸

2012.12.1

❶付属浦安高等学校、❷同中等部／新制服に切り替わっ
た 2005 年度入学生から使用。「東海」と「浦安」の頭
文字「ＴＵ」を中央に配し、金の文字に銀の縁が高校、

❺

❹

逆の配色が中等部のもの。リボンの部分は赤、青、緑の
いわゆる「学年色」の別がある。❸付属相模高等学校
男子、❹同女子、❺同中等部／高校は 1992 年度入学
生から使用、男女でデザインが異なる。中等部は 2000 年
度入学生から使用、男女同一。六角星は学年色で赤、青、
緑の別がある。❻付属高輪台高等学校、❼同中等部／
高校は男女共学化された 1998 年度入学生から、図版の
2 代目のエンブレムを使用。これとは別に、男子校時代の

❼

❻

❾

❽

❿

1990 ～ 97 年度入学生が使用した初代エンブレムがある。
中等部は 2007 年度の開校時から使用。❽付属翔洋高
等学校中等部／第一中学校時代の 1992 年度入学生か
ら使用。1951 年に清水から静岡市（葵区）宮前町に移
転する際に、同町に近い谷津山に香る「橘の花」を襟
章にあしらった。この橘の花がエンブレムにも受け継がれ
ている。翔洋高校はエンブレムなし。❾❿付属熊本星翔
高等学校（旧付属第二高等学校）／ 2012 年度の新制

⓫

⓭

⓬

⓮

服導入から⑨に。1987 ～ 2011 年度入学生が使用した⑩

⓯

には入学年度が赤・青・緑の学年色で記されていた。⓫
付属第三高等学校／女子が 1977 年度、男子が 1984 年
度入学生から使用。男女とも 1999 年から T-WAVE を刺
しゅうした新制服に切り替わり、現在は使用されていない。
図版は資料をもとに当センターで再現したもので、実物と
細部は異なる。⓬付属第四高等学校、⓭同中等部／高
校は 1989 年度入学生から、中等部は 1994 年度入学生
から使用。赤、青、緑の学年色の別があり、高校は図版

⓰

⓱

⓲

⓳

⓴

では青い地の部分が、中等部は図版では赤いリボンの部
分が異なる。⓮⓯⓰⓱付属第五高等学校／⑭⑮のエン
ブレムは 2010 年度入学生から使用している３代目。リボン
の色が男子は水色、女子はピンク。⑯の２代目は 2000 ～
2009 年度、⑰の初代は 1988 ～ 1999 年度の入学生が
使用。リボンに記された「COLITE MENTES」はラテン
語で「思想を培え」の意。⓲付属デンマーク校高等部、
⓳同中学部／ 1988 年４月の開校から 2008 年３月の閉校











まで使用。⓴山形高等学校／ 1989 ～ 2008 年度入学の
女子生徒が使用。男子は詰め襟のため使用せず。2009
年度入学生から男女ともブレザーになったが、エンブレム
はない。菅生高等学校・同中等部／高校・中等部とも
2013 年度入学生から使用予定。盾の中央のラインは青、
緑、赤の学年色の別がある。菅生高等学校中等部／
2006 ～ 2012 年度入学生が使用。付属相模高等学校
／ニット製のベストやセーターのエンブレム。1992 年度か
ら使用されてきたが、2013 年度からは T-WAVE に切り









替わる。付属仰星高等学校・同中等部／ 2011 年度か
ら新採用となった体操服の左胸にプリント。赤・青・緑の
学年色の別がある。山形高等学校／ニットベストの左胸
に着けられたエンブレム。付属幼稚園／左肩口に安全
ピンで留める名札。上部に名前を記入する。付属本田
記念幼稚園／制服のエンブレム。帽子やベスト、
トレーナー
などさまざまなアイテムに使用されている。付属本田記
念幼稚園／オリジナルＴシャツなどにプリントされているマー

シンボルマークの話をしよう②
おんどり、パンダ…園舎に注目！
あ



ク。付属自由ケ丘幼稚園／ジャンパーの左胸に使用さ
れているエンブレム。付属翔洋高等学校／校名を力強
い筆文字で表現。パンフレットやスクールバスなどさまざま
なものに使用されている。

東海大学付属幼稚園（静岡県）のシンボルは六角屋根とその上に立つ風見鶏（お

い

んどり）。園歌に「お屋根のおんどりコケコッコ 六角屋根のこの園舎」とある。初
代六角屋根の園舎＝写真あ＝は開園の翌年、1959 年４月落成。開園 20 周年の
1978 年８月に同じ三保地区内で移転し、
2 代目の園舎にも六角屋根が受け継がれた。
2 代目の風見鶏は、東海大学工業高等学校の生徒らが制作・寄贈したものだった。
2012 年に清水キャンパス内に竣工した３代目の園舎にも、六角屋根と風見鶏が受け

う

継がれている。
付属本田記念幼稚園（神奈川県）の園歌には「八角お屋根のカモメさん 東海
よい子のシンボルマーク」と歌われている。上から見た同園の園舎＝写真い＝、確
かに八角屋根のホールを中心に、左右に羽根を広げたカモメの形が浮かび上がってくる。付属自由ケ丘幼稚園（福岡県）
の園舎＝写真う＝にはパンダが描かれており、近隣から「パンダ幼稚園」の愛称で呼ばれることもあるという。
一口にシンボルといっても大小さまざま。海洋調査研修船「望星丸」や、湘南キャンパスにある「星を仰ぐ青年の像」、
学園各地のＹ字型校舎と鉄塔も、シンボルととらえることができる。
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◥スポーツ◣
❶

❶東海大学硬式野球部
（湘南キャンパス）／ユニフォー

❷

❸

ム左肩口に着けられたエンブレム。1964 年の秋にス

❹

タートした首都大学野球連盟のリーグ戦に参加する
のを契機として現行のタテジマのユニフォームを導
入。エンブレムも同時に制定された。６つの星はリー
グ加盟の６大学を、その中心にある太陽は日の出の勢
いで勝ち進む、という強い意思を表している。カモメ
の羽根と波の意匠は東海大学の校章に通じる。他キャ
ンパスや付属校の野球部もこれに類したエンブレムを
採用している。❷東海大学柔道部／柔道衣の左胸に
刺しゅうされた「東海」の文字は 1968 年、東海大学
体育学部武道学科に着任した小谷澄之教授が揮毫し

❺

た。付属校の柔道部も同じ文字を使用している。❸東

❻

海大学サッカー部／ユニフォーム左胸に着けられたエ
ンブレム。校旗に通じる青地に白い十字。枠の上部は
羽根を広げたカモメがあしらわれている。「TFC」は
「Tokai university Football Culb」の略。❹東海大学
ラグビーフットボール部／ 1981 年制定。ユニフォー
ムには 2000 年の新デザイン採用を機に左胸にプリン
トされるようになった。❺東海大学男子バレーボール
部／スローガン。スパイクしようとジャンプする選手

❽

❼

❾

のシルエットがモチーフで、Ｔシャツなどにプリント
されている。❻同／ユニフォーム左胸に刺しゅうされ
ているカモメのマーク。❼東海大学女子バレーボール
部、女子ハンドボール部／チームロゴマーク。2008
年制定。デンマークの国民高等学校を範とする東海大
学。またデンマークはハンドボール競技の発祥の地で
もある。
同国出身の童話作家アンデルセンの代表作「人
魚姫」にちなみ、東海大学の女子アスリートチームの
愛称として、両部が連携し「マーメイズ」を使用して
いる。❽東海大学陸上競技部／ジャージ左胸に着けら
れたエンブレム。風になびく校旗の下は、波にもカモ

❿

⓫

⓬

メにも見える意匠が。❾同／駅伝用タスキ。白と紺の
地に金色で校名が刺しゅうされている。❿東海大学ア
メリカンフットボール部／チームロゴマーク。
「Tokai
University」の頭文字「Ｔ」と「Ｕ」を組み合わせ、
チームの愛称「トライトンズ」を配している。⓫東海
大学男子バスケットボール部／ 2000 年制定。チーム
の愛称「シーガルズ」と、
カモメの頭部をあしらった。
⓬東海大学水泳部／チームロゴ。「Tokai University
Swim team」の「Ｔ」と「Ｓ」の組み合わせ。チー
ム愛称の「ブルーシャークス」とスローガンも盛り込

⓮

⓭

まれている。⓭東海大学アイスホッケー部／ 1972 年
創部。1980 年に定められたチームの愛称「ハスキー
ズ」は、寒冷地に強く、一致団結してそりを引くハス
キー犬にちなんで名付けられた。⓮東海大学男子ラク
ロス部・女子ラクロス部／男子は 1988 年創部、女子
は 1992 年創部。男女兼用のチームロゴは 2008 年ごろ
制定。
「東海大学」とチームの愛称「セプターズ」の
頭文字
「Ｔ」
と
「Ｓ」
を組み合わせた。
「scepter」は「王権・
王位」を意味し、古豪・東海大学の復権を目指して着
けられた。女子は 2009 年に大学選手権を制覇、全日
本選手権で準優勝し､女王として復権を果たしている。

シンボルマークの話をしよう③
スポーツチームのユニフォーム
マークを「自分（たち）と他者とを識別する手立て」と定義すれば、スポーツにおけ
るユニフォームもマークの範疇に含まれるだろう。だが今回の特集ではユニフォームそ
のものは対象から除外し、ユニフォームの構成要素としてのエンブレムやロゴマークな
どにしぼった。
さて、逆にユニフォームがマークになったユニークな例を紹介しよう。2011 年 10 月
29、30 日に本学湘南キャンパスを会場として、日本健康行動科学会の第 10 回学術大会
が開催された（大会会長＝小澤治夫体育学部教授）
。その参加者に配布されたのが、こ
のミニトートバッグ。A4 判の資料を入れるのにちょうどよいサイズで、柔道部や野球
部など東海大学のスポーツ７団体のユニフォームがマークとして印刷されている。
制作を担当した本学体育学部の内田匡輔准教授は、
「各クラブとも、細部までユニ
フォームに対するこだわりがあり、忠実に再現するのに苦心しました」と述べている。
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マークとしてバッグにプリントされたのは
一番上から時計回りに、柔道部、陸上競技
部、女子バレーボール部、バスケットボー
ル部、ラグビーフットボール部、サッカー
部、硬式野球部の各ユニフォーム
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◥マスコット、キャラクター◣

❶学校法人東海大学社会教育センター「人魚姫」 ／

❶

科学博物館前に置かれている像がモチーフ。５枚の旗に

❷

1971 年にデンマークから学園に贈られ、同センター海洋

❸

記された「SECTU」は同センターの英文名称「Social

❹

Education Center Tokai University」 の略。 ❷ 東 海
大学短期大学部高輪校舎「カイ君」 ／ 2006 年制定。
高輪校舎の関係者から公募し、学長賞に輝いた吉井衣
路さん（当時情報・ネットワーク学科２年生）のデザインを
採用。キツネやリスにも見えるが謎の動物。2007 年度末
まで PR に使用された。❸東海大学ラグビーフットボール
部／ 2000 年以降制作。同部の愛称「シーゲイルズ」を
もじって「シゲルくん」と俗称されている。❹東海大学工

❻

❺

学部原子力工学科「TEX くん」 ／ 2010 年度の学科名

❼

❽

称変更を機に制作。「Ｔ」は東海大学の頭文字、ひと回
り小さく表記する「EX」は学科イニシャルから。原子核
の周囲を１つの電子が回る水素の原子モデルをイメージ。
原子番号１の水素にあやかり、教育研究でトップを目指す
という思いが込められている。❺東海大学札幌キャンパス
建学祭「けんたろう」 ／ 2008 年制作当時に馬年齢で０
歳だが普通免許を所持しているという設定。年を取るため
2012 年は４歳か。本名は「武田健太郎介一将（たけだ
けんたろうすけのかずまさ）
」。立体像や着ぐるみも作られ

⓫

❿

❾

たという。❻「東海大学が育成する力イメージキャラクター

⓬

『リッキー』」 ／ 2010 年制定。学生から名称を募り同年
11 月２日名称発表。平板だった体型が 2011 年には立体
的になっている。❼望星学塾松前柔道塾「ユーミー」／
1979 年制定。名称は塾生から募り、「あなたと私（you
and me）を結ぶクマさん」という願いから。❽東海大学
湘南学生会オリエンテーション実行委員会「とうかいくん」
／ 2010 年制作。お下げ髪でスカートをはいた「とうかいちゃ
ん」もいる。❾東海大学ホームカミングデー／ 2007 年制

⓭

⓮

⓰
⓯

作。名前の設定はない。❿東海大学望星会「ぼうちゃん」。
⓫東海大学文学部日本文学科「わらし」／ 2000 年ごろ
制作。同学科のホームページ（HP）立ち上げに際して、
当時の在学生がデザインした“看板娘”
。⓬東海大学工
学部材料科学科「まてりん」／学科開設 50 周年を機に
2008 年制作。当時４年生の高橋明日香さんがデザイン。
名称はマテリアルから。自在に変形でき、びっくりすると耳
が立つ。⓭東海大学文学部歴史学科日本史専攻「はにぃ
ちゃん」、⓮同「はにぃ教授」／同専攻 HPリニューアル
に際して 2004 年ごろ制作。２人の掛け合いで同専攻を紹
介。⓯東海大学工学部土木工学科／ 2005 年ごろ制作。

⓱

名前はないが、現場監督、作業員など年々バリエーション

⓲

が増している。⓰東海大学文学部心理・社会学科「東
海仁見（ヒトミ）
」 ／ 2001 年度の学科開設とともに誕生。
高いカウンセリング・マインド（相手の立場になって考えら
れる心）を持つ社会人の育成を目指す同学科。経済的
報酬より他者からの「ありがとう」に人生の価値を置ける
人に、との願いを込め、ユニセックスな名前となった。同
学科 HP などに登場している。⓱東海大学付属自由ケ丘
幼稚園「PANTA（パンタ）
」、
⓲同「PANNA（パンナ）」
／元は 2008 年ごろ同園の松本照美教諭が色画用紙で作
成。園児送迎バスや HP などにも使用されており、今回の
特集用に性格などが設定された。やんちゃな PANTA と、
しっかり屋さんの PANNA、時にはケンカもするけれど、
とっ

シンボルマークの話をしよう④
東海大ゆるキャラ GP201X 開催 !?

ても仲良しだという。

あ

学園でのマスコット、キャラクター類の創出は 2000 年ごろから目立ち始めた。
各学科などが独自にホームページを立ち上げた際に、そこに登場させるキャラク
ターを作ったケースが多い。2007 年には昨今の
“ゆるキャラ”
ブームの火付け役、
滋賀県彦根市の「ひこにゃん」が世に出て、
キャラクター増加に拍車がかかった。
学園限定の「ゆるキャラグランプリ」が開催される日も、
そう遠くないかもしれない。
は、平塚農産物 PR キャラクターの「ベジ太」、同いは市の観光スポット「ひらつか花アグリ」の PR キャラクター「あぐりちゃ
ん」。ともに本学教養学部芸術学科デザイン学課程の池村明生教授の指導によって学生が創出した。
池村教授は、「かつては生身の人間だった“観光大使”や“ミス○○”などが今日、
“擬人化”されている。現実の世界
にワンクッション、架空の存在が介入することで、コミュニケーションが取りやすくなる。受け手側に心を許してもらうための手
段として、
キャラクターが多く用いられているのは、閉塞感に覆われた現代の日本社会を反映しているのでは」と分析している。

い

▲ あ ぐ り ちゃん は 全 長 ㎝
の立 体 Ｐ Ｏ Ｐ。 デザインし
た学生と池村教授（右端）

神奈川県の平塚市と東海大学はさまざまな交流事業を展開しているが、その一環で生まれたキャラクターがある。図版あ

180

※学園史資料センターでは引き続き、学園に関するマーク類を収集します。情報をお寄せください
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東海大学学園史ニュース
みなさんこんにちは！ 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えてい
今回は 1963（昭和 38）年に神奈川県相模原市に開校して、来年度が
50 周年となる東海大学付属相模高等学校を取り上げます。開校から現
在までに制服が改定されたのは１度のみ。懐かしの初代からおなじみの
２代目、そして 2013 年４月にはさらに洗練されたスタイルへ……。
それでは早速まいりましょう。Ｔ・Ｆ・Ｃ、第２回、始まりま～す !!

2nd meeting ＠ 付属相模高等学校

▲ブレザーといえば左胸に着けるエンブレム。
男子（左）と女子（右）でデザインが異なるが、
基本となる色やカモメのシンボルは同じ。赤の
リボン内には「TOKAI SAGAMI」と刺しゅうが。
男子は盾形で校旗と同様に十字があしらわれて
いる。六角星は学年によって赤 ･ 青 ･ 緑の３色。
七宝焼きでできており、左上にピンで留める。
女子はやや横長の楕円形で柔和な雰囲気。六角
星を頂点に、学園の創立者・松前重義博士が愛
したケヤキの葉が周囲を囲んでいる。中央の緩
やかな曲線は「相模」の S を表現している

開校から四半世紀も変わることのな

かった相模高校の制服にも、次第に改
定の波が押し寄せます。一部の男子生

（1964～）

徒による規則から外れた独自の着こなしを防止しよう
と、生活指導の先生方も改定を求めました。また、世間

開校当時の男子の制服はごくシンプルな黒の詰め襟。

金のボタンには校章が記されていました。制帽の着用が
義務づけられていましたが、1970（昭和 45）年６月か
ら自由化されて以後、
時代の流れによって姿を消します。
男子に遅れること１
年、1964（ 昭 和 39） 年
度に女子の制服が制定
されました。１期生に
は女子がいなかったの
です。明るい紺色は男
子の黒と対照的。丈の
短いボレロ風ジャケッ
トは襟なしで、４つ並
んだ青いボタンにカモ

メが記されていました。ブラウスは角襟、リボン等はな
くシンプルな胸元で、
全体的に清楚な雰囲気が漂います。
ポイントはボックス・プリーツのジャンパー・スカー

ト。上身頃とスカートが一体でラインが単調になりがち
ですが、少し高い位置でベルトを締めることでアクセン
トをつけています。横ファスナーで、頭から被って着用
するため、慣れ
るまで着替えが
大変だったかも
しれませんね。
男子は詰め襟

の左右に、女子
は左胸元にクラ

の学校制服の主流がブレザータイプに移っていたことも

2013（平成 25）年４月の創立 50 周年を機に、相模高
▲ブレザーのボタンも男女で異なる。男子（左）
は東海のイニシャル「Ｔ」の花文字。女子（右）
は「東海」と「相模」の頭文字「ＴＳ」

影響しました。そして 1992（平成４）年度の新入生か
ら新制服を着用することになりました。
男子は黒の詰め襟からイメージを一新。紺色のブレ

ザーに、グレーをベースとしたチェックのズボンという
組み合わせになりました。大人っぽくありながら、高校
生らしい爽やかさも感じさせますね。ネクタイは学園の

◀男子のズボンのチェック
柄。 左 が 冬 服、 右 が 夏 服 の
もの▼男子のネクタイは緑
と紺のレジメンタル柄１種
類のみ。大剣の先に「TOKAI
SAGAMI」と刺しゅうがある

校では制服をリニューアル。男女とも、ブレザーの紺が
より濃い色に変更。男子は２つボタンから３つボタンに
なります。ネクタイの柄、色合いも変更が。
女子のブレザーはダブルからシングルの３つボタンと
なり、ポケットにフラップがつきます。着丈が少し長く
なり、中に着用したニットのベストやセーターが、ブレ
ザーの裾からはみ出さなくなります。襟なしで、ブラウ
スの襟を上に出すスタイルは不変。上半身をフィットさ
せウエストを絞り、腰から

高校の色となっている緑と、大学の色である青を基調と

裾へと広がるプリンセス・

し、アクセントに金色のラインが入っています。

ラインによって、より一層

制服の改定計画は男子が先行しましたが、女子も追い

女性らしさが増しました。

つきました。相模高校では当時、間近に迫った 1993（平

オプションだった夏用の

成５）年度の創立 30 周年を大きな転換期と位置づけて

ポロシャツが廃止。代わり

いました。新校舎の建設計画などとともに、男女そろっ
ての制服改定も実行に移されたのです。
女子のブレザーは男子と同じ紺色に。初代を踏襲し、

着丈が短めで襟なしのデザインです。ボタンは横２つの
ダブルとなりました。中に着るベストとスカートには青
いチェック柄が入っています。改定当初はキュロット・

▲ネクタイの柄も変更。刺
繍はＴ・ウェーブとなる

▲女子のセーラー・カラーのブラウス。後方
右側にのみ白い糸でカモメの刺しゅうがある
▶女子はジャケットの下にベストを着用す
る。ボタンはダブルの１段で、丈の短いジャ
ケットに対応。リボンとベスト、スカートに
チェック柄が施されている

的になり、随分と雰囲気が
変わりますね。
また、靴下やシャツにつ

同じ白色でカモメの刺しゅうが施されています。胸元で

いているマークをすべて

クロスするリボン（先端の形状からネクタイと称するこ

「T-WAVE」で統一。これ

とも）はスカートと共生地で作られており、交差する部

また、オプションアイテム（任意購入の学校指定品）

ス章と校章をつ
けました。

マフラーやダッフルコートなど、季節や気分によってさ
まざまなコーディネートが楽しめるようになりました。

入れられます。色はホワイ

ウスと比べ、見た目も活動

ラーのブラウスです。カラーの後ろ側、右側に１羽だけ

かくのかわいらしさが半減してしまうので気をつけて！

ンダウンのシャツが取り

子は正装のセーラー・ブラ

そして何と言っても目を引くのは、白いセーラー・カ

分をピンで留めます。このリボンを付け忘れると、せっ

に男女共に活動的なボタ

50

トとブルーの２色。特に女

スカートもありましたが、自然消滅してしまいました。

が充実。ポロシャツやニットのベスト、
セーターのほか、

初代制服の写真はすべて相模高校 1993 年度卒業アルバムから転載
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徳原 彩恵

1992～
詰め襟よさらば。
時流に乗って大人っぽいブレザーに

男子は黒の詰め襟。
女子は明るい紺のジャンスカ

1963

学園史編纂員

◀ 2013 年度新入生か
ら着用する新制服。ブ
レザーが濃い色とな
り、３つボタンに▼オ
プションのシャツはホ
ワイトとブルーの 2 色

創立 周年、洗練された制服にさらなる飛躍を期して

こう、という Tokai Fashion Club、好評に応え第２回を迎えました。

2012.12.1

◀ポロシャツや各種
ニット、コートなど
オプションも充実
❖ 2nd meeting を終えて❖ 1992 年の制服改定から 20 年余り。２代目である

▲女子のベストはジャ
ケット同様シングル
に。前裾のラウンド・
カットが美しい

によって中等部で着用して
いたものを、引き続き高校
でも着用できるようになり
ました。

た新しさが加えられています。子細に検討されて仕上がった制服には、相模高

現在の制服が「相模らしさ」として学園の中でも、地域の中でも定着しました。

校が積み重ねた歴史と、さらなる飛躍への思いが込められていると感じました。

50 周年を期に採用される３代目の制服も、伝統を大切にしながら、時代に沿っ

それではみなさん、3rd meeting までごきげんよう！
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file 6

もうひとりのマーメイド
学園史編纂員

昨

秋、2011（平成 23）年 10 月 27 日から 11
月 6 日にかけて、学園史資料センターでは
「湘南さんぽ道」と題した展示会を行った。

湘南キャンパスにある銅像や石碑、記念樹などのモ
ニュメント、計 24 点の来歴を紹介するという趣旨で、

1971 年５月 29 日、海洋科学博物館で行われた人魚姫の像除幕式。
ひもを引く松前重義総長とアデーラ駐日デンマーク大使

本学の学園祭「建学祭」開催期間と重ねたタイミング

ズ）が寄贈され、静岡県清水市三保（当時）にある海

の良さ、会場とした「東海大学サテライトオフィス地

洋科学博物館前に設置され、除幕式が行われたと記さ

域交流センター」
（小田急線「東海大学前」駅から徒

れている。次に 1983（昭和 58）年 7 月 20 日発行の

歩１分）のアクセスの良さも相まって、多数のご来場

校友会誌『東海』（現誌名『TOKAI』）がヒットした。

をいただき、またご好評をいただいた。

シリーズ「キャンパスアングル」で人魚姫を取り上げ、

この展示会にあわせて作成、会場で配布した「散策

写真とともに設置の経緯について触れている。

ガイドブック」は、A5 判、12 ページとコンパクトに

その後、人魚姫像に“動き”が見られたのは、昭

まとめた。この小冊子を片手に、実際にキャンパスに

和から平成に時代が移り、21 世紀に入って間もない

足を運んでもらい、歴史散策を楽しんでもらえれば、

2001（平成 13）年３月のこと。『東海大学新聞』第

という狙いからだ。

792 号（同年３月５・20 日合併号）に「なぜ !? 人魚

展示会場、小冊子とも、当然のことながら１号館前、

姫の像が」の見出しで、三保から湘南へ移設された事

噴水池のほとりにたたずむ人魚姫像の紹介をした。人

情が紹介されていた。それによると、「陰の立て役者」

魚姫像の由来調査は、以下のような手順で行った。

は当時体育学部の学部長・教授で、社会教育センター

各種レファレンス等でも活用する本学の“３大典拠”

所長付だった齋藤勝先生（現・名誉教授）と書かれて

である『広報』
『東海』
『新聞』を基本として検索する。

いる。体育学部が所有していた人体模型像を 1973（昭

最初に行き当たったのが 1971（昭和 46）年 6 月 1 日

和 48）年、社会教育センターに人体科学博物館がオー

付の『東海大学広報』だった。本学とデンマークの長

プンした際に移し、展示していた。2000（平成 12）

年の友好親善に対して、コペンハーゲン市から人魚姫

年に同博物館が閉館、人体模型像を湘南に持ち帰るこ

のブロンズ像（同市にあるオリジナルの像の２分の１

とになった。その際、同じく社会教育センター内にあっ

サ

て閉園する「ミニチュアランド（三保文化ランド）」

❖東海大学社会教育センター❖
イ 静 岡 県 清 水 市 三 保（ 現・ 静 岡 市 清 水 区 三 保 ） に、
1970 年５月２日「海洋科学博物館」が、1973 年４月
27 日「人体科学博物館」が開館。両博物館を包括する「三
保社会教育センター」の通称が 1979 年ごろから用いら
れはじめた。1981 年６月１日付で法人直轄組織として
正式に発足。これを機に運営を外部委託していた「三保
文化ランド」（1973 年「三保国際文化ランド」の名で
開設）、
「三保研修館」
（1975 年開設）を本学に移管した。
1981 年 10 月 26 日 に「 自 然 史 博 物 館（ 恐 竜 館 ）
」
、
1983 年５月４日に「同（地球館）」が開館。1982 年
12 月１日付で「社会教育センター」に改称した。
三保文化ランドには世界各国の建築物や江戸時代の日
本の風景を縮小・再現する「ミニチュアランド」と「東
海道五十三次園」などがあったが、2000 年 10 月 30
日付で閉園。人体科学博物館も同日閉園した。
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目七 哲史

に置かれていた人魚姫像を、一緒に連れてきたという
ことである。

私

たちは当然のことのように、コペンハーゲ
ン市から寄贈された人魚姫像は、三保の海
洋科学博物館前に置かれ、後に同館に隣接

して開園した三保文化ランドに置かれ、同ランド閉園
に伴い湘南キャンパスに移設され、現在に至っている
と考えていた。その考えを展示会場のキャプション（写
真に添える説明文）はもちろん、散策ガイドブックで
も、多くの方に披露したのである。
展示会終了後も入手希望が相次いだガイドブック
は、発行から１カ月ほどで増刷の運びとなった。われ
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われ室員一同がほくほくして第２刷を配布しはじめた

彫刻家エドヴァルド・エリクセンの相続人に制作費を

矢先に衝撃が走った。当センターをレファレンスで訪

支払っていることがわかった。さらにこの像が 2001

れた方が雑談で、つい先週、海洋科学博物館の前に置

年２月８日に除却・移管され、新たな設置場所が「湘

かれた人魚姫像を見てきたとおっしゃったのである。

南校舎」「中央通り噴水」となっていること、つまり

天の霹靂とは、まさにこのことである。ま

湘南キャンパスへ移設された時期も、同じ書類から明

さか、そんなはずは、と思いながら慌てて

確になった。

青

へきれき

かん』第 35 巻６号で、海洋科学博物館の前にある人

こ

魚姫像が紹介されていた。また 2009（平成 21）年に

在、湘南キャンパスにあることが判明した。私たちに

室員の１人が海洋科学博物館を訪れた際、撮影した写

とって、衝撃の真実が明らかになり、痛恨の間違いが

真に人魚姫像が写っていることも確認した。なるほ

確定した瞬間であった。ファシリティ課の方も同情し

ど、2001 年以降は湘南にあると思っていた人魚姫像

て、「まさかあの人魚姫像が、同じ学園内の、同じ三

が、三保の海洋科学博物館の前にもある。確かに東海

保のセンター内に、２体もあったとは思わないよね」

大学には人魚姫像が２体あるらしいのだ。

となぐさめてくださった。

調べてみると、2005（平成 17）年 11 月に

発行された社会教育センターの機関誌『海のはくぶつ

れらから、海洋科学博物館前の人魚姫像と
は別に、“２人目の”人魚姫像が三保文化
ランドにあったこと、その“２人目”が現

早速、湘南キャンパスにある事務部ファシリティ課

重い足取りで資料センターに戻ると、増刷したばか

に駆け込み、人魚姫像について尋ねてみた。同課の皆

りのガイドブック 2000 部が待っていた。そのすべて

さんも私たちと同じように、本学が所有する人魚姫像

に室員総出で訂正シールを貼った。黙々と作業をこな

は１体で、湘南にあるものと思っていたようだった。

すその姿は、声を失ったマーメイドさながらであった

その場で“構築物台帳”を繰っていただいた。ほど

ろう。「先入観は罪。固定観念は悪」と言ったのはプ

なくして、1971（昭和 46）年、海洋科学博物館の前

ロ野球のヤクルトや楽天で指揮を執った野村克也氏だ

庭に「マーメイド及び池新設」という書類が出てきた。

が、思い込みを戒めるこの言葉が改めて身に染みた出

さらにこれとは別に、三保文化ランドのミニチュアラ

来事であった。

く

いまし

ンド内に「
『人魚姫』像設置工事」という書類が出て

余談だが、“２人目”の像は湘南に移ってくるまで

きた。日付は 1988（昭和 63）年２月 20 日着工、翌

三保文化ランドの倉庫に眠っていたという。さらにミ

1989（昭和 64）年３月 31 日竣工。「人魚姫制作費お

ニチュアランドにはもう１体、25 分の１サイズの“３

よび諸経費」の施工者欄は「Edvard Eriksen's Heirs」

人目”の人魚姫像があったと言われている。どなたか

となっており、オリジナルの人魚姫像の制作者である

詳細をご存知の方、ご連絡をお待ちしております。★

11 人魚姫

11 人魚姫

デンマーク・コペンハーゲンにある
デンマーク・コペンハーゲンにある

有名な人魚姫の銅像の２分の１の大き

有名な人魚姫の銅像の２分の１の大き

さです。静岡県静岡市清水区の東海大

さです。本学とデンマークの長年の友
好親善に対してコペンハーゲン市から
1971 年に寄贈されたもので、当初は、
静岡県静岡市清水区にある東海大学社
会教育センターの海洋科学博物館前に
マスコットとして置かれました。
いく度の変遷を経て、2000 年の冬
に現在の場所に設置されました。

学社会教育センターの三保文化ランド
※『湘南さんぽ道 湘南キャンパス散策
ガイドブック モニュメント編』（初版、
第２版）７ページの項目 11 番「人魚姫」
に誤りがありました。左に再掲します。
右に訂正した文章を掲載します。切り
取ってお手持ちの冊子に貼付するなど、
ご利用ください。
なお当センターのウェブサイト（アド
レスは本誌最終ページ参照）から冊子全
体のダウンロードが可能です。

にあったものが、三保文化ランドの閉
園で、2001 年２月頃に現在の場所に
移設されました。
なお、社会教育センターの海洋科学
博物館の前にも、1971 年にデンマー
ク・コペンハーゲン市から寄贈された
同じ銅像が置かれています。
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学園史資料センター

pics

学園史資料のネット検索が可能に
先駆的なシステムを構築
学園史資料センターでは所蔵資料の目録をインター
ネット上で検索できるシステムを構築、2012（平成
24）年 10 月 31 日付で公開しました（アドレスは下記
のとおり）
。当センターが収集・整理してきた学園史
資料のデータベースを広く一般に向けて公開するもの
で、その総合性や規模から、国内の大学・学校法人に
おいても先駆的な試みといえます。

学園史資料センター所蔵資料目録検索システムの
Web サイト（トップページのイメージ画像）

検索方法は大きく分けて２つ。「資料・刊行物・写

することが可能です。

真検索」では学園の大学や短大、付属校などの教育機

資料の一部は画面上で画像を確認できます。また検

関をはじめ、研究所やクラブ・サークルなどさまざま

索した資料の閲覧・複写を希望する場合は、インター

グループごとの検索が可能です。また写真や映像、図

ネット上で申請することが可能です。

書といった形態を絞り込んで探すこともできます。
一方の「目次・見出し記事検索」では学園校友会誌
『TOKAI』や『東海大学新聞』など学園の刊行物のほ
か、一般紙に掲載された学園関連記事の見出しを検索

公開当初の目録登録件数は約 11 万６千件。今後も
登録件数は増え続け、システムも充実していきます。
ぜひ Web サイトにアクセスし、検索システムをご利
用ください。

▶ http://archives.list_search.u-tokai.ac.jp/webarchives/ ◀
寺﨑昌男氏を招き特別講演会を開催
12月13日、湘南キャンパスで

展示会「湘南さんぽ道」の第３弾
「中央通りたてもの編」を開催

学園史資料センターでは 2012（平

写真パネル展示

成 24）年 12 月 13 日（木）、東海大

会「 湘 南 さ ん ぽ 道

学湘南キャンパスで特別講演会を

～中央通りたても

開催します。当センターの所蔵資

の 編 」 を 2012（ 平

料目録検索システム公開を記念し

成 24） 年 10 月 30

た講演会で、全国大学史資料協議

日から 11 月８日ま

会東日本部会との共催となります。

寺﨑昌男氏

講師には立教学院本部調査役を務め、東京大学と桜
美林大学の名誉教授である寺﨑昌男氏を招き、「学び

で、「東海大学サテライトオフィス地域交流センター」
を会場に開催しました。
2011（平成 23）年秋の「モニュメント編」、2012 年

がいのある大学づくりと学園史・アーカイブスの役割」

春の「富士見通りたてもの編」に続いて、今回のテー

をテーマに講演していただきます。

マは「中央通りたてもの編」。湘南キャンパスを南北

会場は湘南キャンパス 15 号館４階第１会議室。午

に貫くメインストリート、中央通りの東西に位置する

後１時から「資料目録 Web 検索システムについて」

講義棟や体育館、アメニティ施設などを一つずつ紹介

と題し、本学の馬場弘臣准教授がシステム公開にいた

して回る、散策ガイドに仕立てました。

る過程の報告と操作などの解説を行い、２時から寺﨑

来場者からは、「会場で配布していたガイドブック

氏の講演となります（４時終了予定）。学外からの聴

を片手に、今度は実際にキャンパスを見て歩きたい」

講も可能ですので、ぜひご来場ください。

といった声が寄せられました。

2012 年 学園創立 70 周年

22

TES Archives News № 7

学園史資料センター日録（抄録）
友会館）

【2011 年４月】
23 日

日本アーカイブズ学会 2011 年度大会

27 日

セミナー「大学におけるアーカイブ

有限会社 HA2 主催展示会「HA2 のし

６日

ごとと旧山田守自邸公開」見学（於：東

主催、於：東京都千代田区・東京大学経

京都港区・旧山田守自邸／センター協力）

済学部新資料室）

11 日

14 日

15 日

学湘南キャンパス／センター＝事務担当）
18 日

23 日

日本科学史学会主催「科学史学校」

参加（於：東京都港区・キャンパス・イ
ノベーションセンター東京）
【８月】
東海大学熊本キャンパス、付属第二高

１日

校資料調査・収集・整理作業（～５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 2011 年度総会・

神資研例会参加（於：神奈川県立川

崎図書館）

第 48 回学校法人東海大学資料編纂委

員会開催（於：神奈川県平塚市・東海大

企業史料協議会主催「第 16 回ビジネ

スアーキビスト研修講座」講師派遣（於：
東京都文京区・東京大学本郷キャンパス）
【12 月】
東海大学福岡短期大学資料収集に関す

６日

市・同校）

主催、於：東京都港区・国際文化会館）
12 日

25 日

学新宿サテライト）

カイブズの価値」参加（国際アーカイブ
ズ評議会企業労働アーカイブズ部会ほか

祝賀会参加（センター支援）

る打ち合わせ（～７日、於：福岡県宗像

【５月】
国際シンポジウム「ビジネス・アー

大学史協東日本部会第 111 回幹事会・

付属第二高校創立 50 周年記念式典・

第 75 回研究会参加（於：武蔵野美術大

イト）
11 日

明治大学駿河台キャンパス）
19 日

東海大学札幌キャンパス（北海道札

資料整理作業（～ 15 日）

東日本部会第 109 回幹事会参加（於：東

大学史協東日本部会第 115 回幹事会・

第 77 回研究会参加（於：東京都千代田区・

幌市）、旭川キャンパス（北海道旭川市）

全国大学史資料協議会（大学史協）

京都新宿区・武蔵野美術大学新宿サテラ

（於：東海大学湘南キャンパス）
10 日

市・東海大学清水キャンパス）

ズ構築の課題と方策」参加（出版文化社

28 日

2011 年 4 月～ 2012 年 3 月

関する打ち合わせ（於：静岡県静岡

参加（～ 24 日、於：東京都豊島区・学
習院大学目白キャンパス）

東海大学海洋学部 50 周年記念事業に

５日

2012.12.1

センター主催展示会「1963 OPEN 湘

４日

13 日

東海大学海洋学部 50 周年記念事業に

関する打ち合わせ（於：東海大学清水キャ
ンパス）
15 日

センター所蔵資料目録の Web 検索シ

ステム導入第１回定例会（以後毎月）
20 日

旭川キャンパス資料整理作業（～ 22

日）
【2012 年１月】
17 日

大学史協東日本部会第 116 回幹事会・

講演会参加（於：埼玉県戸田市・戸田市

南キャンパス」開始（～10 日、於：神奈川

第 78 回研究会参加（於：埼玉県草加市・

文化会館）

県秦野市・東海大学サテライトオフィス）

獨協大学）

20 日

神奈川県資料室研究会（神資研）平

13 日

付属翔洋高校吹奏楽部演奏会展示設

17 日

東海大学海洋学部 50 周年記念事業に

成 23 年度総会・特別講演会参加（於：

営支援（演奏会＝ 14 日、於：静岡県静

関する打ち合わせ（於：東海大学清水キャ

神奈川県川崎市・県立川崎図書館）

岡市・清水文化会館）

ンパス）

23 日

企業史料協議会平成 23 年度会員総会

参加（於：東京都千代田区・アルカディ

【９月】
東海大学熊本キャンパス、付属第二高

８日

校資料調査・収集・整理作業（～９日）

ア市ヶ谷）
24 日

清水キャンパス（静岡県静岡市）・沼

13 日

参加（於：武蔵野美術大学新宿サテライト）

津キャンパス（静岡県沼津市）資料収集
に関する打ち合わせ（於：両キャンパス）

29 日

友会館）

付属第三高校創立 50 周年記念事業に

関する打ち合わせ（於：長野県茅野市・
同校）

【10 月】
／東日本部会第 113 回、114 回幹事会・
第 76 回研究会参加（～７日、於：三重

岡市）資料整理作業

県伊勢市・皇學館大学ほか）

大学史協東日本部会 2011 年度部会総

３日

会・第 110 回幹事会参加（於：神奈川県相

27 日

ライトオフィス）

東海大学熊本キャンパス資料整理作

業、付属第二高校創立 50 周年記念事業

センター主催展示会「湘南さんぽ道」

開始（～ 11 月６日、於：東海大学サテ

模原市・女子美術大学相模原キャンパス）
27 日

大学史協 2011 年度総会・全国研究会

５日

東海大学総合資料センター（静岡県静

２日

東海大学柔道部・全日本学生柔道優

勝大会優勝祝勝会参加（於：東海大学校

【６月】
１日

大学史協東日本部会第 112 回幹事会

27 日

全史料協 2011 年度総会・第 37 回全

【２月】
第 49 回学校法人東海大学資料編纂委

２日

員会開催
20 日

東海大学福岡短期大学資料収集に関

する打ち合わせと東海大学熊本キャンパ
ス資料整理作業（～ 24 日）
22 日

東海大学男子・女子バレーボール部・

全日本バレーボール大学男子・女子選手
権大会優勝祝賀会参加（於：東海大学校
友会館）
【３月】
大学史協東日本部会第 117 回幹事会・

６日

第 79 回研究会参加（於：武蔵野美術大
学新宿サテライト）
22 日

企業史料協議会見学研究会参加（於：

神奈川県川崎市・東芝科学館）
30 日

第二工学部・情報デザイン工学部ファ

に関する打ち合わせ（～ 28 日、於：熊

国大会・研修会参加（～ 29 日、於：群

イナル記念式典参加（於：東京都渋谷区・

本県熊本市）

馬県高崎市）

東海大学代々木キャンパス／センター協

【７月】
２日

元工学部教授「横地明先生を偲ぶ会」

参加（於：東京都千代田区・東海大学校

【11 月】
１日 『東海大学学園史ニュース』№６発行
３日

東海大学ホームカミングデー会場展示

力）
31 日

センター編『東海大学資料叢書２

航空科学専門学校関係資料集』発行

★
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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

2011 年 4 月～ 2012 年 3 月

松前紀男

事務部沼津事務課

飯島敏雄

宮松順憲

入試センター入学広報課

石丸熙

村井正己

教学部湘南教務課

伊藤信雄

村山重治

教学部湘南学生支援課

薄井尚

四本安邦

教学部代々木教学課

宇田川大介

與名本稔

教学部沼津教学課

【個人】

内山皓

【機関・団体】

教学部九州教学部熊本教学課

円能寺久行

有限会社 HA2

教学部北海道教学部札幌教学課

大藪孝治

株式会社くもん出版

文学部歴史学科日本史専攻事務室

門向かおる

有限会社シイ・エム・ピイ

教養学部国際学科事務室

菊池秀勝

株式会社ジェー・シー・シー

情報通信学部経営システム工学科事務室

菊地悠介

学校法人東海大学

情報デザイン工学部

桐生達夫

理事長室文書課

医学部付属大磯病院事務部事務課

久保田正男

理事長室広報部広報課

医学部付属八王子病院事務部事務課

小林一雄

高等教育部高等教育課

付属図書館中央図書館図書課

佐藤智美

初等中等教育部初等中等教育課

付属図書館代々木図書館

椎名國雄

総務部総務課

付属図書館沼津図書館

須藤昇

望星学塾

付属図書館清水図書館

清悦子

船舶管理室船舶運航課

スポーツ教育センタースポーツ課

東海大学

関矢誠

湘南公開セミナー委員会
吹奏楽研究会

曽根總雄

学長室企画課

高月義照

学長室企画課サテライトオフィス

東海大学短期大学部事務室

千葉一雄

学長室大学評価室

東海大学付属第二高等学校

中島孝

研究支援・知的財産本部高輪研究支援課

東海大学付属第五高等学校

中村武徳

事務部湘南総務課

東海大学付属小学校

新関八紘

事務部校友課

東海大学付属幼稚園

日當喜澄

事務部技術管理課

東海大学新聞編集委員会

堀啓子

事務部印刷業務課

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」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、終点「東海大学」下車、徒歩 10 分
または「秦野駅」行に乗車し 25 分、「東海大学正門前」下車、徒歩 15 分
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