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❖ 笑顔でさよなら、てるてる坊主 ❖
1972年６月に湘南キャンパスに建てられた給水塔は、
周辺の実験施設に飲み水を供給していました。 高さは
〝巨大てるてる坊主〞
40m。その外観から
と呼ばれ、40年来、
学生や地域の人々から親しまれてきましたが、2012年11
月から 2013年１月にかけての作業で撤去されました。溶
断された球体の上半分が地上に降ろされたのは12月10日。
クレーンで吊り下げるための穴を目に見立てれば、歯を見
せて笑っているようにも見えませんか。跡地には18号館が
2014年２月に竣工する予定です。
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五十年史編集委員会が編纂し
た『図録 東海大学 年』
（左、
１９９２年 月刊）と『東海大
学五十年史』
（通史篇・部局篇、
１９９３年 月刊）

学校法人東海大学学園史資料センターは 2003 年４
月の開設から丸 10 年の歳月を重ねました。今回は当
センター前身機関を含めた「あゆみ」―歴史を振り
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返るとともに、「なかみ」―日々取り組んでいる業
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務内容について紹介します。改めて当センターと本学
園について、理解を深めていただければ幸いです。

資料センターの歩み
―前身機関は 40 年前に開設
学校法人東海大学は 1942 年 12 月８日に創立しまし
た。この年月日は文部省（現在の文部科学省）に設置
が認可された日付です。本部は静岡県清水市（現在の
静岡市清水区）に置きました。翌 1943 年４月、清水
市に航空科学専門学校が、1946 年４月には東海大学
（旧制）が開学。1950 年４月には新制大学令による東
海大学が開学します。1955 年１月に法人本部と工学
部が東京都渋谷区の代々木キャンパスへ移転。1958
年４月には学生募集と教育・研究活動を停止していた
文学部も代々木キャンパスで再スタートを切ります。
1963 年には神奈川県平塚市に湘南キャンパスを開設。
やがて東海大学は総合大学へと発展、付属諸学校とと
もに一貫教育体制を充実させていきます。

学園の歴史資料を継承するため
この年、1963 年４月に学園は創立者・松前重義の
名で『回顧と前進―東海大学建学の記』を発行。創立
20 周年を記念し、それまでの歩みを振り返りました。
その後、
25 周年の 1967 年４月には『前進する東海大学』
を、
30 周年の 1972 年 11 月には『三十年の歩み』を編纂・
発行し、
節目のたびに自らの活動を検証してきました。
法人本部に「資料」と名の付く部署が初めてできた
のは、1973 年４月のことでした。それまでの年史編

学園と記念誌、資料担当部署の略年表
1942年12月 ▪学園創立。本部を静岡県に設置

1950年４月 ▪東海大学（新制）開学。文学部、工学部開設（静

室］に移管

岡県）
1955年１月 ▪代々木キャンパス開設（東京都）
。本部、工学部
移転
1958年４月 ▪文学部、代々木キャンパスで再開

1967年４月 ▪25 周年記念誌『前進する東海大学』刊行

［学校法人東海大学資料室史料編纂委員会］［松前
1998年11月▪

1980年７月 ▪広報室（資料部門）を継承し［理事長室資料編纂
室］開設
、
40 周年記念写真集『大
1982年11月▪40 年史『東海大学建学史』
いなる遺産を』刊行
［資料編纂室］
が
［資料室］へ改称。湘南事務所事
1986年４月 ▪
務課に［資料室湘南分室］を開設

東海大学 50 年』刊行

重義全集編纂委員会］発足
2000年４月 ▪法人の改組に伴い従来の資料室の業務は［理事長
室文書課］の管轄となり、暫定的に名称は［史料
編纂委員会事務室］となる。また従来の［記念事
業室］は［法人企画・調整室総務部門］の管轄と
なる
2001年４月 ▪旧東海大学第一高等学校の校舎を利用し、海洋学
部の下に［総合資料センター］開設（静岡県）
2003年４月 ▪史料編纂委員会事務室を母体とし、法人直轄機関
として［学園史資料センター］開設
2003年７月 ▪学園史資料センター、代々木キャンパスから湘南
キャンパスへ移転
◀湘南キャンパス北門の向
いに建つ同窓会館。２階に
資料センター事務室、１階
に倉庫がある

資料室は同局の管轄となる
1988年４月 ▪法人本部の改組（法人局廃止）に伴い、資料室は

1989年４月 ▪学校法人東海大学五十年史編集委員会発足
1989年４月 ▪法人本部の総長・理事長の直轄組織として［50

誕 100 年（2001 年）に向けた事業がスタート。史料
編纂委員会の委員は「松前重義生誕百年記念事業企画
委員会」の下に組織された「松前重義全集編纂委員会」
の委員を兼任することとなります。2000 年に従来の
資料室は、史料編纂委員会の事務室へと組織を変更。
委員会と事務室が一体となって『定本

松前重義全集

著作篇』の編纂作業に取りかかります。全集の第一
巻が刊行されたのは 2002 年 10 月のことでした。

センター発足、そして建学 75 周年へ
そして 2003 年４月、史料編纂委員会事務室を母体
に、法人直轄機関として「学園史資料センター」（以
下「資料センター」と略す）が発足。同年７月には代々
木キャンパスから湘南キャンパス同窓会館へと事務所
員会は資料編纂委員会に改称し、同委員会の位置付け
が資料センターの諮問機関へと改められます。
資料センターは東海大学のメインキャンパスである

資料を収集・整理・保存し、その成果を広く社会へと

2012年４月 ▪学校法人東海大学建学 75 周年記念誌編纂委員会
発足
以下、予定として
学園の年史類。左から『回顧と前進』
（20 年史）、
『前進する東海大学』
（25
周年記念誌）、
『三十年の歩み』（30 年史）、
『東海大学建学史』
（40 年史）
、
『大いなる遺産を』（40 周年記念写真集）

また、この 1998 年には学園の創立者・松前重義の生

していきます。学外への対応も視野に入れ、計画的に

大学が統合

そして学園の創立 50 周年（1992 年）という一大事

取り組みについて論議し、方針を決定する委員会です。

料編纂委員会規程］に改訂。これに伴い［史料編

2008年４月 ▪学園傘下の東海大学、九州東海大学、北海道東海

もう１つの源泉、50 年史編纂室

せっかくの資料を内部資料として埋もれさせること

湘南キャンパスへの移転を機に、活動を本格的に展開

に改称

るなど、拡充された時期もありました。

で重要な意味をなす可能性も秘めています。

［史料編纂委員会規程］が［学校法人東海大学資
2003年10月▪
纂委員会］が［学校法人東海大学資料編纂委員会］

す。1986 ～ 87 年度には湘南キャンパスに分室を構え

資料であると同時に、日本における大学史の一部であ

を移転、倉庫を新設します。同年 10 月に史料編纂委

［理事長室］が［法人局］に改称したのに伴い、
1987年４月 ▪

管轄の位置付けなどが変わりながらも存続していきま
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に統合

［史料編纂委員会規程］を制定 ･ 施行
1998年10月▪

へ改組

た。本学園の歴史資料群は、一私立大学の歩みを記す

学園史資料の収集や整理、保存、公開や活用といった

に移管。［50 年史編纂室］を廃止し［記念事業室］

1963年４月 ▪20 年史『回顧と前進』刊行

［理事長室広報課］が［理事長室広報室］と改称
1979年４月 ▪

で収集した資料を一般に公開する動きが出てきまし

［資料室］を法人本部の総長 ･ 理事長の直轄組織
1991年４月 ▪

『東海大学五十年史』（通史篇・部局篇）刊行
1993年11月▪

［理事長室資料室］が［理事長室広報課資料室］
1975年１月 ▪

学五十年史』に関わる作業が一段落を迎えた後、そこ

月には法人に「史料編纂委員会」が設けられました。

1963年４月 ▪湘南キャンパス開設（神奈川県）

キャンパス）

50 周年記念事業の一環として編纂された『東海大

［資料室］を［記念事業室］に移管
1990年４月 ▪

『図録
1992年11月▪

1973年４月 ▪法人［理事長室］の下に［資料室］開設（代々木

資料の公開と創立者生誕100年

なく、広く学外へと公開していくために、1998 年 11

（静岡県。
現・清水キャンパス）
1962 年４月▪海洋学部開設

1972年11月 ▪30 年史『三十年の歩み』刊行

↘ターのもう１つの源泉となるのです。

り、ひいては日本の、世界の、人類の歴史を物語る上

年史編纂室］開設
念事業室］開設。［50 年史編纂室］を［記念事業

め、法人・理事長室の下に「資料室」が新設されたの

纂室」が新設されます。この部署が学園史資料セン↗

■資料担当部署事項

1946年５月 ▪東海大学（旧制）開学（静岡県）

廃止

業を控えた 1989 年には、資料室と並んで「50 年史編

■記念誌事項

1989年７月 ▪法人本部の総長・理事長の直轄組織として［記

総長・理事長の直轄組織となる。
［資料室湘南分室］

その後、資料室は法人本部の改組などにより名称や

■学園事項

1943年４月 ▪航空科学専門学校開校（静岡県）

纂作業において収集した資料を後世へと継承するた
です。
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2017年11月▪学校法人東海大学建学 75 周年記念式典開催
2018年11月▪仮題『東海大学七十五年史』刊行

還元するために公開・活用への道筋を整えてきました。
資料を活用した成果として、社会へと還元する方法
の１つに、年史の刊行が挙げられます。学園は 2017
年に建学 75 周年を迎えます。資料センターではその
記念誌編集作業の事務局として、編纂・執筆員をサポー
トする重要な役割を担います。
そうした資料センターの業務内容を次のページから
詳しく見ていきましょう。
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収集
資料センターの中身①
―どんな仕事をしているの？
資料センターの役割は、アーカイブズ機関として、

学園史資料センターのスタッフは、総勢 18 人。
センター長、副センター長をはじめ、兼任の教員
が３人。その他に職員＝学園史編纂員がおり、月
曜から金曜、午前９時から午後５時まで常勤して
いる者が５人。週に４日から１日、または在宅
の非常勤スタッフがあわせて 11 人います（2013
年 10 月１日現在）
。

東海大学学園の歴史を記すさまざまな資料を収集・整
理・保存・公開・活用し、広く・長く未来へと継承し
ていくことです。では、具体的にどのような仕事をし
ているのか、１つずつ見ていきましょう。

収集

教員３人

学園史編纂員
常勤５人

学園史編纂員
非常勤 11 人

資料センターでは幅広い対象から資料を受け入れて
います。16 ページに掲載した「資料提供者一覧」は、
2012 年度にどこから資料の提供を受けたかを示した
ものです。その対象は大まかに「学園内」と「学園外」
の２つに分けられます。
「学園内」は学校法人東海大学の本部、東海大学、
短期大学
（部）
、高等学校、中等部、小学校、幼稚園に
関係のある団体、個人です。それぞれの教育機関その
もののケースもあれば、学部学科や部署、クラブ・サー
クル、同窓会などの組織、教職員や学生・生徒・児童・
園児とその保護者、卒業生など、実にさまざまです。
「学園外」の資料提供元は、他大学、一般企業、公
文書館や自治体、その他の個人などです。
資料の受け入れ方法は、資料の形態や大きさ、量に
もよりますが、封筒や段ボールに入れられて届く、と
いうケースが最も一般的です。学園内の定期便が行き
来する範囲内であればこれを利用し、北海道や九州な
ど遠方であれば郵送や宅配便を利用します。またパソ
コンで作成した文書ファイルや、デジタルカメラで撮
影した画像ファイルなど、電子データであればメール

それぞれが手分けをして仕事に当たっています
が、
何よりもその基本となるのが資料の収集です。
資料センターに資料がなければ、その先の整理、
保存、活用へと進むことはできません。
資料センターは学園の内外から、日々さまざま
な資料を受け入れています。2012 年度に受け入
れた資料は延べ 230 件でした。一度に段ボール
で 30 箱届いても１件、封書１通でも１件と数え
ます。また、同一の提供元から春と秋など、間隔
を開けて受け入れた場合は、それぞれ１件と数え
ます。
◀学内定期便で封書が届い
ても、手提げ袋で直接セン
ターに持ち込まれても、宅
配便で段ボールが 30 箱届
いても、トラックで大きな
機材がいくつ届いても、ま
ずは「１件受け入れ」とカ
ウントする

2012 年度に整理（データベースに登録）した資
料は 5078 点でした（うち刊行物が 1655 点）。この
数字には年度末に受け入れ、整理を翌年度に持ち越
した資料があるため、
「230 件受け入れた中に 5078
点の資料が含まれていた」という意味ではありませ
ん。けれど、おおよその目安にはなるでしょう。

への添付、ファイル転送サービスなどを利用します。
大きな機材や、段ボールで何十箱もの大量の資料を
一度に受け入れる時は、運搬業者に輸送を依頼します。

１点の情報を読み取り、コンピュータにデータベース

もちろん湘南キャンパス内であれば資料センターのス

として登録する作業を指します。

タッフが直接、引き取りに行くこともあります。
そのようにして 2012 年度に受け入れた資料は延べ

的な情報を入力していきます。資料の形態によっても

230 件。段ボール 30 箱も、封書１通も、１件と数えます。

異なりますが、文書や刊行物であればタイトルや作成・

整理
センターで受け入れた資料は、利用の便を図るため
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検索する際に該当資料が見つかりやすいよう、基本

発行年月日、著者や発行者、サイズなど。写真であれ
ば撮影年月日や撮影者、写っている内容など。
2012 年度にデータを登録した資料の総数は 5078 点。

整理をします。ここで言う整理とは、資料そのものを

これら資料には個別の ID ナンバー、「資料番号」が

必要に応じて形態ごとに仕分けすること以上に、１点

つけられ、配架の時を待ちます。
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整理

保存

上の写真は段ボール箱に入れて提供された資料
を仕分けするスタッフの様子です。資料を１点ず
つ取り出し、大まかに形態（文書、刊行物、写真、
物品など）、関連ごとに分類していきます。その後、
「受入台帳」と呼んでいるデータベースに基本的
な情報を入力。主な項目は以下のとおりです。

湘南キャンパス同窓会館１階の倉庫は、旧ボウ
リング場を改装したものです。上の写真の部屋は
24 時間温湿度を管理。資料の詰まった箱が、規
則正しく移動書架に並んでいます。

【文書】タイトル、作成
年月日、主な内容など

◀資料を入れるアーカイ
ブボックスは、文書書類
の保存に適した素材で作
られている▼収納する物
に合わせ、箱の大きさや
形状もさまざま。特殊な
ものはオーダーメイドし
ている

【刊行物】タイトル、ジャ
ンル、編著者、発行元、
発行年月日、巻・号数、
ページ数、サイズなど

【写真】撮影年月日、撮
影地、被写体情報、キー
ワードなど

【物品】物品名、提供元、
作成年月日など

◀データベース入力と
同時に資料には個別の
資料番号がつけられる

湘南のほか、各地にも倉庫がある。上の写真は札幌キャンパ
ス内の倉庫（本館９階）。「北海道東海大学歴史資料室」とし
て、同窓会と共同で使用している

保存

第一高等学校校舎）には４教室分のスペースを有し、

資料番号をつけられた資料は、棚へと収められます。

福岡の各倉庫ではそれぞれ現地で収集した資料を保

重複資料を中心に保管しています。札幌、旭川、熊本、

使用頻度の高い資料は資料センター事務室内の開架棚

管。整理作業はスタッフが現地に赴いて行っています。

へ、それほど使用頻度の高くない資料であれば倉庫内

またデジタルデータは資料センターのハードディス

の閉架棚へ。

クに保存します。ハードディスクの容量は 2013 年 10

湘南キャンパス同窓会館内の資料倉庫は総計およそ

月現在およそ 20 テラバイトで、今後も順次拡充して

883㎡。そのうち 171㎡の１室は 24 時間温湿度管理を

いきます。またハードディスク内のデータは随時コ

行っています。この他、資料倉庫は５カ所あります。

ピーを取り、熊本など遠隔地の倉庫に保管。万一の場

静岡県静岡市清水区の東海大学総合資料センター（旧

合に備えてバックアップ体制を整えています。
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レファレンス
資料センターの中身②
―公開・活用して歴史を継承
資料センターで整理を済ませ、配架が整った資料は、
一部を除き公開しています。図書館の本と同じように
誰でも閲覧が可能です。原則として原本の貸し出しは
していませんが、複写して提供しています。閲覧や複

2013.11.1

公開・活用
展示会と刊行物

2012 年度に資料センターに寄せられたレファレンスは
120 件。毎月平均で 10 件の相談に対応したことになります。
そのうちの 32 件に文書資料を複写して提供しました。また
120 件のうち 41 件、約 34％に写真の提供を行いました（文
書資料の複写と重複あり）
。提供した画像の点数は延べ 331
点。１点のみというケースもあれば、一度に 50 点にものぼ
る大型のレファレンスもありますが、平均すると相談１件あ
たり約８点の画像を提供した計算になります。

展示会には資料センターが主催するもののほかに、
支援・協力する場合もあります。左の写真は 2013 年
３月 16 日に東海大学開発工学部が沼津キャンパスで
主催した「合同お別れ会」
。資料センターは写真パネ
ルや来場者に配布する冊子の制作などを行いました。
なお、このパネルや冊子、ポスターのデザインなどは、
同年４月１日から６日にかけて「沼津キャンパスのあ
ゆみ」のタイトルでセンターが主催した展示会（会場
＝サテライトオフィス）でも利用しました。

写をご希望の方は、事前に電話やメールでどのような
資料を探しているのか連絡をいただけると、作業がス
ムーズに進みます。

▶資料センター主催展示会の

◀資料センターの開架棚に

ポスター。▼合同お別れ会、
センター主催展示会の両会場
で配布した小冊子

ずらりと並べられた写真ア
ルバム。▼アルバム内には
さまざまな大きさの紙焼き
写真が収められている

資料センターにどのような資料があるか、概要を知
りたい方は、Web サイトの「所蔵資料目録検索」に
アクセスしてみてください。
《 URL ＝ http://archives.
list-search.u-tokai.ac.jp/webarchives/ 》

レファレンス
資料センターでは学園の歴史に関する、学内外から
のさまざまな問い合わせに応じています。センターに
来室のうえ資料を閲覧・複写していただいたり、遠方

◀スキャニング作業の様
子。画像データのストック
は順次増加しており、一部
は Web サイト（▼トップ
ページの画面）で検索、表
示、利用請求をすることが
可能となっている

の方には資料の複写をお送りするなどして対応してい
ます。
資料の検索や複写、調査など準備のため、回答に時
間を必要とする場合もありますので、まずはご連絡く
ださい。本誌 12 ～ 13 ページにはレファレンスの事例

▼『東海大学資料叢書』では学園草創期
の文書資料を翻刻（過去の文書や書類の
原本を忠実に再現し、新たに出版するこ
と）
。
第１輯、
第２輯では東海大学の前身・
航空科学専門学校の関連資料を、第３輯
では法人の認可申請書類を扱っている

紹介も掲載しています。ご参照ください。
よくあるケースは、
「クラブが 30 周年を迎えるので、
記念誌を作ることになった」といったご相談です。そ

▲『東海大学学園史ニュース』は毎年１

こからさらに、
「記念誌に掲載する写真を探している」

回発行。日録や資料提供者一覧、レファ
レンスの事例紹介など、資料センターの
活動を報告する機関誌的な位置付け。記
事を編集する過程で新たに資料を収集す
ることも多い

「学園全体と○○キャンパスに関する年表を作ってほ
しい」といった具体的な依頼につながっていきます。
2012 年度に資料センターに寄せられたレファレン

▲『定本 松前重義全集 著作篇』については、
松前重義全集編纂委員会の事務局を資料セン
ター（前身の史料編纂委員会事務室の時代を含
む）が務めた。委員会発足は 1998 年、第一巻
刊行は 2002 年。最終の第七巻（総目次・索引）
を 2012 年７月に刊行し、足かけ 15 年にわた
るプロジェクトはひとまず幕を閉じた

スは 120 件。そのうちの 41 件、約 34％に写真の提供
を行いました。冊子だけでなく、ポスターやチラシ、
Web サイトへの掲載など、その用途はさまざまです。
パソコンとインターネットが普及し、編集作業もデジ
タル化が進んだ現在、資料センターから提供する写真
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の写真は、速やかに提供できるようになっています。

展示会と刊行物
資料センターではその活動に対する理解の促進と、

は、ほぼすべてのケースで画像のデジタルデータとい

成果の還元のために、さまざまな取り組みを行ってい

う形でお渡ししています。

ます。その代表例の１つがパネル写真展です。春と秋

評をいただいています。

ンターが収集してきた資料をより広く公表して、次代

もう１つの例が刊行物です。展示会にあわせて編集

へと伝えていくための媒体です。例えば第１輯では東

する図録や写真集、パンフレットのほか、定期的に『東

海大学の前身・航空科学専門学校の開設に関わる資料

海大学学園史ニュース』と『東海大学資料叢書』を刊

を翻刻しました。こちらも年に 1 回発行しています。

行しています。
『学園史ニュース』は 2006 年度から刊行をスタート。

写真展の開催や刊行物の編集には、新たな資料を収
集したり、聞き取り調査を行うなど、学園史を深く掘

資料センターの所蔵写真にはアナログの紙焼き写真

には湘南キャンパスの最寄り駅である小田急線・東海

年に１回発行する機関誌といった位置付けです。資料

り下げて研究する必要があります。その蓄積が年史の

も多数あり、提供依頼があるたびにスキャニングし、

大学前駅そばの東海大学サテライトオフィスを会場

センターの活動報告を中心に、時宜を捉えた企画で読

編纂といったさらなる成果にもつながります。

デジタル化しています。そうして画像データのストッ

に、定期的に展示会を開催しています。学園の歴史を

者の興味関心をひけるよう、心掛けて編集しています。

クを少しずつ増やし、頻繁に提供依頼のある〝定番〞

テーマに多角的な切り口でとらえた展示会は、毎回好

『資料叢書』は 2010 年度に創刊。これまでに資料セ

資料センターはこれからも学園とともに、その歴史
を未来に生かすため、歩み続けていきます。

★
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1966年10月

東海大学学園史ニュース

祝! 湘南キャンパス50周年 たてもの竣工すごろく

11月

神奈川県平塚市の東海大学湘南キャンパスが 1963 年の開設から 50 年の節目を迎えました。今回はすごろく形式で主な建物の

1964年12月

学
学部、工
４月、文
教養
の
部
学
部、海洋
義を開始
課程の講

'65

1963年5月
1号館

'87

'84
1983年11月

学園の創立
者
・松前重義の
業績を学ぶた
め、じっくり
展示を見て回
る。１回休み

。再度サイ
４月、法学部開設
２・３が出た
コロを振り、１・
。４・５・６
らその数だけ進む
が出たら１回休み

L
A
O
G

を
食堂で大盛り
過
オーダー。食べ

'82

'11
18号館建設中

'12

'10

2008年10月

1981年4月
の忘れ物
図書館で誰か
サイコロ
を発見。再度
だけトッ
を振り、出た数
戻す
プの人のコマを

◀切り取ってコマとしてご使用ください

４
月
、
料
代
セ
々
湘
ン
木
南
タ
へ
ー で学
移
開
園
転
。 設。 史 資
３
マ ７月
ス
進 、
む

11号館

お茶をし
ながら
ケヤキ並
木に見
とれ、
１回休み

カフェテラス

'05

'03

渡り廊下
で 16 号
館
に行け
るよ。
再度 サ
イコロを
振り、１
・６
が出たら
３マス戻
る

'04

建学祭が大盛況。
人波
に押されて１マス
戻る

'06
'07
噴水池のほとりで
休憩。１回休み

17号館

'99
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1968年4月

2013.11.1
。
学 部開 設
４月、教養
、
り
振
を
コロ
再度サイ
む
進
け
出た数だ

5号館

8月

総合体育館

1969年5月

14号館

'0 6

'01

４月、観
光学部
開設 。
ツアーの
計画を
入念
に練る
ため１回
休み

（2014年 2月竣工予定）

'91
2000年9月

る
ぎて３マス戻

'09

※実際の渡り廊下は
自由に往き来できま
すが、このすごろく
では一方通行です

た！ 再度
道に迷っちゃっ
、１・２
サイコロを振り
み。３が
休
が出たら１回
で３号館
下
廊
り
出たら渡
６が出た
・
５
・
４
。
へ 移動
進む。今 は
らその数だけ
ずに次回、
サイコロを振ら
でもＯＫ
ん
通常どおり進

1995年4月

'93
'94

7号館

8月

9号館
1970年1月

プールで
泳いで
リフレッ
シュ！
３マス進
む

8号館

5月

'98

15号館

1997年9月

'96
16号館

大
短期 む
術
ス進
療技
、医 。２マ
月
学
４
学開

'80 '79 '78 '77 '76 '75 '74 '73

建設ラッ
シ
ュ
が 一 段 落。
ほっと一息
、１ 回 休 み

松前記念館

08

友 達誘
っておや
つ
にしよう
！ 誰か
一
人のコマ
を、この
マスに移
動させる

COM SQUARE

2013年

3号館
1992年8月
３← 14 渡り廊下

13号館

12号館

'85

4号館

ログハウス

2002年 2月

1967年12月

４
（ 月、
年 電子
に名 ４月 情報
に
学
称
変更 情報 部開
）
。 理工 設
３
マス 学部
進む

'89

1988年3月

1986年6月

1990年3月

2号館

４月、理
学 部開
設 。水
リー ベ
兵
……１
マス 進
む

開設。
済学部
政治経
進む
４月、
３マス
、
行こう
投票に

竣工時期を紹介します。学部等の開設時期も記しました。指示にしたがってコマを進めながら、50 年の歴史を振り返ってください。

T
R
A
ST

武道館

４月、
体育学
部開設
くりと体
。じっ
躯を 養
い１回 休
み

'72

10号館
1971年1月

6号館(B棟-1、2）
09
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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

もに制服を刷新しました。これま
でと同じ黒のシングルのブレザー

こう、という Tokai Fashion Club、好評に応え第３回を迎えました。

ですが、変更点はブレザーの左胸
に銀色で学園のシンボルマーク

今回は 1963（昭和 38）年に長野県茅野市に開校して、この 2013 年

T-WAVE の刺しゅうが入れられた

度で 50 周年となる東海大学付属第三高等学校を取り上げます。これま

こと。また右側のみチェンジポ
ケットが設けられました。女子は

でに男女とも、大小あわせて幾度かの改定が行われています。細かな変

スカートと分けてベストを採用。
ブラウスはクリーム色でした。ネ

更部分に注目です。

クタイはモスグリーンをベースに

それではみんなで声を合わせて、
「Ｔ・Ｆ・Ｃ」第３回、始まりま～す !!

3rd meeting ＠ 付属第三高等学校

学園史編纂員

クリーム色と銀の縞模様。靴下も
指定となり、丈は長短２種類。色

徳原 彩恵

◉女子のみ先行し、1977 年度
入学生から制服をフルモデル

は４～９月が白、10 ～３月が黒
を着用する決まりとなっています

◉男子初代制服のカラー画像。左
上の女子の画像ともに、1969 年
に法人が作成した付属諸学校の紹
介映像「東海の鼓動―東海大学諸
学校―」から。このように三高の
初代制服の色調がわかるカラー画
像は残念ながらほとんど保管があ
りません

1999～

おそろいの黒のブレザー
を着用することになりました。ズ
ボンの生地も女子と同じ、明るい
色味のグレーです

❖ 3rd meeting を終えて❖

2002～

◉ 2002 年 度 入 学 生 か ら、 男
女ともマイナーチェンジを実
施。シャツ／ブラウスの色が白
に、またネクタイの柄が変更さ
れました。このネクタイの柄、
1977 年度から女子、1984 年度
から男子が着用していた柄を復
活させたものです

▲ブレザー右側にはチェンジポ
ケットが。▼男子ズボン／女子ベ
スト・スカートの生地のアップ

◉女子の制服改
定から７年後、
男子も 1984 年
度入学生から、
◉ 女 子 は 1977 年 度、 男 子 は
1984 年度入学生から新規に着用
したブレザーで、左胸に着けられ
ていたエンブレム。学校に実物の
保存がなかったため、今回掲載し
た図版は写真などから学園史資料
センターで再現したもの。どなた
か、実物を保管されている方は当
センターまでご連絡ください

◉学校指定のセーターは黒色。襟
元の金色が全体を引き締めた印象
に。男女兼用のアイテムです

更
を変
タイ
ネク
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1984～

◉男女ブレザー、女子のベ
ストに使用されているボタ
ンにも T-WAVE があしらわ
れています

フルモ
デ
ル
チ
ェンジ

Boys

1977～

◉ジャンパースカートに学校指定
のベストを合わせると、活動的な
イメージになりますね。襟とウエ
スト部分の３本ラインが特徴。同
デザインのセーターもありまし
た。1990 年代半ばから後半にか
けて、全国的にルーズソックスが
流行しました。三高も、次回の制
服切り替えの際から靴下を指定の
ものにすることになりました

男子も
ブ
レ
ザーに

◉男子の初代制服はオーソドック
スな詰め襟スタイル。色は黒で、
校章が記された金ボタンが５つ。
左襟には校章をつけました。学生
帽は途中から着用が自由化されま
す。そして時代の流れからか、自
然消滅していきました

定番の
学
生
帽
と詰め
襟
で
ス
タート

1963～

1974～

新
て刷
行し
が先
女子

ンを併用
ボ
ズ
&
ト
ー
スカ

ネク
タ
イ
を追加

◉女子初代制服のカラー画像。か
なり黒みがかっていますが、濃紺
だったと伝わっています

◉ 1974 年度入学生から、女子の
制服にネクタイが採用されまし
た。同窓生や先生方の記憶と、数
少ないカラー写真から、色は濃紺
だったと特定できました

のジャンパースカートの生地に
はチェック柄も確認できます。
ファスナーは背面中央にあり、
着脱には慣れが必要だったよう
です。胸元のＶラインから、新
デザインのネクタイが覗きます

シャツ／ブラ
ウスと

なピークド・ラペルです。
グレー

２度目の
男女同時に

チェンジ。ブレザーは黒のシン
グルとなり、下襟はドレッシー
◉ 1963 年の開校当初から現在ま
で、女子は一貫してブレザースタ
イルを取り入れています。初代
のブレザーは黒みを帯びた濃
い紺色で、ボタンはダブルで
した。特徴的なのは、スカー
トに加えてズボンがあったこ
と。寒冷地である茅野エリ
アの中学校では、現在もズ
ボンを併用するケースがほ
とんどだそうです

Girls

◉ 1999 年度入学生から、男女と

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

2013.11.1

連載３回目が「三高」になったのは偶然で、あ

◉クリーム色のワイシャツとネク
タイの柄が確認しやすい男子の夏
服の写真です。このネクタイも実
物を探しています。お持ちの方は
当センターへご一報ください

徒さん、指導された先生方のさまざまな思い出が詰まっていることでしょう。

る意味☆ミラクル☆です。三高の制服はいくつもの微調整を重ねて、今日に

50 年の変遷をたどるには困難もありましたが、その思いも含めて、今回の調

至っています。それぞれの制服にそれぞれの良さがあり、身に着けていた生

査結果を次の世代へとつなげていければと思います。次回もお楽しみに！
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case 4

神

求ム！ 湘南キャンパス見学コース
学園史編纂員 中西 祐悟

奈川県伊勢原市にある東海大学付属本田
記念幼稚園から、庄司暢道園長と嶋崎浩事
務長の訪問を受けたのは、2013 年度に入っ

て間もない、４月 18 日のことだった。曰く、７月 29
日から 31 日にかけて開催予定の「東海大学幼稚園教
育研究会」で、本田記念幼稚園がホストを務める。研
究会の一環で、31 日の午前中に湘南キャンパスの見
学を行う。学園史資料センターも見学コースに組み込

ら歩く。ちょうど「はとバス」の名所めぐりツアーを

んで、来訪者に業務内容の説明をしてほしい、という

イメージすればわかりやすい。「ガイドを務める者が

ことだった。

資料を読み込み、勉強する時間がほしい」とおっしゃ

幼稚園の先生方に当センターの存在を知ってもら
う、千載一遇のチャンスである。二つ返事で快諾し、

る庄司先生に、研究会の約２週間前、７月 16 日まで
には見学コースをご提案するとお約束した。

ンターにお越しになり、キャンパス見学についてより

庄

具体的な要望をお寄せになった。見学の開始は午前９

南キャンパスの隅々まで歩くことができる。研究会の

時。３つのグループに分かれてキャンパスを回る。ス

一環である以上、何かしら得るものがあるのが理想だ。

タート地点まではバスで移動し、グループごとに降車

当センターに協力要請があったからには、「学園史」

する。11 時から松前記念館で講演を聴く予定が入っ

に関する知識の提供が期待されているのではないか。

ているので、正味の見学時間は２時間弱、ゴール地点

プランの方向性は「歴史探訪」で決まった。問題は

スタッフ一同お待ちしております、と返事をした。
６月も半ばを過ぎた 17 日、庄司先生は再度資料セ

は松前記念館となる。

司先生を見送った直後から、具体的な見
学コース作成に向け、スタッフ間でミー
ティングを重ねた。２時間弱あれば、湘

３つの班に分かれるという点だ。見学コースも３通り

３つのグループはそれぞれ、本田記念幼稚園の教諭

考えねばならない。試行錯誤を繰り返したあげく、基

がガイド役となり、さまざまなスポットを説明しなが

本となるコースを１つ作り、それをアレンジすること

❖東海大学幼稚園教育研究会❖
学園付属の４つの幼稚園（東海大学付属幼稚園＝静
岡県静岡市、東海大学付属本田記念幼稚園、東海大学
付属自由ケ丘幼稚園＝福岡県宗像市、東海大学付属か
もめ幼稚園＝熊本県熊本市）に所属する教職員を対象
とした、法人・初等中等教育課主催の研究会。教育力
の向上や交流の促進などを目的とする。

で 3 パターンを作ることにした。基本のＡコースは１
号館をスタートし、すぐに同窓会館にある学園史資料
センターに来てもらう。その後、中央通りを南下し、
キャンパス全体を反時計回りにぐるりと一周してもら
う。Ｂコースはスタート地点をキャンパスの東の端と
し、時間差でＡコースを追いかける。最後のＣコース
だけは、時計回りでキャンパスをめぐるように設定。

学園４つ目の幼稚園として、かもめ幼稚園が開園し

この逆回りの C 班は、キャンパスのどこかで他の班

た 1974 年度から実施。当初毎年、途中から隔年の開

と顔を合わせることになる。その場で情報交換ができ

催となったが、４園が持ち回りでホストを務める運営

るし、歩くペースの調整にも役立つだろう。

方法は継続されている。
名称は「夏期学内合同研修」
「東海大学幼児教育研
究会」
「教科研究会

幼稚園部門」
「幼稚園部会研究会」

など変遷したが、2005 年度から「東海大学幼稚園教
育研究会」の呼び方で統一されている。
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７月２日、距離測定器と地図を手に見学コースの下見を行う徳原編纂員。
梅雨明け前ながら、暑さは相当厳しかった。後方は建設中の 18 号館

机

上の計画に落ち度がないか、実際に歩い
て検証をする。７月２日、徳原彩恵編纂
員とともに各ポイント間の所要時間と距

離を計測しながら歩く。ガイドする側、される側、双
方の立場をイメージし、コース上で微調整の必要な箇
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●Ａコーススタート地点
１号館

●ゴール地点
松前記念館

2013.11.1

●Ｃコーススタート地点
２号館

●同窓会館
（２階に資料センター事務室）

●Ｂコーススタート地点
旧松前記念館

今回のレファレンスに際して提案した湘
南キャンパス見学コース。
Ａコースを赤、
Ｂ コ ー ス を 黄、 Ｃ コ ー ス を 青 で 示 し た。
Ａコースの総延長は約３・５㎞

所をチェックするとともに、聞きたい説明、見たい過
去の写真など、必要と思われる資料をリストアップし
ていった。
この日は梅雨明け前ながら、かなりの暑さ。見学当
日までには梅雨明けし、さらに気温が上昇するだろう
（関東地方の梅雨明けは７月６日）。適度な休憩と水分

には、汗をかいた分だけ余計に、湘南キャンパスの広
さと歴史を実感していただけたに違いない。

学コースを書き入れた湘南キャンパスの地

も

図に、各ポイントの解説や過去の写真など

員。「資料を残す大切さ」について、先生方も真剣な

を揃えて、庄司先生にメールをお送りした

面持ちで耳を傾けてくださった。

補給が必須であると改めて実感し、コースを提案する
際に注意を喚起する一文を添えることにした。

見

湘南キャンパス同窓会館２階、学園史資料センター事務室前の廊下で、
当センターの業務内容などについて説明をする椿田編纂員
（右）

のが７月８日夕方。翌９日の朝には庄司先生からお返
事があった。
「湘南校舎を網羅するようなコース設定や解説ポイ
ント、写真類など、資料センターの方にお願いして良
かったと改めて思いました」
丁寧なお礼をいただき、ひとまず安堵する。別途、
学内定期便で資料センターが過去に開催した写真展
「湘南さんぽ道」の図録など冊子体の資料を、研修会
参加人数プラスアルファの 45 部ずつ送付した。
迎えた７月 31 日、天候は曇り。晴天時に比べれば
気温は低かったものの、湿度は高い。幼稚園の先生方

ちろん、同窓会館にある学園史資料セン
ターにも足をお運びいただいた。当セン
ターの業務を説明したのは椿田卓士編纂

11 時には見学コースのゴール地点、松前記念館に
すべてのグループが到着。法人・初等中等教育部の杉
一郎部長の講演を聴講した。
閉会式で挨拶に立った庄司先生は、「東海大学付属
の幼稚園であることの意義」を改めて強調した。学園
内の他機関と連携し、付属ならではの教育を展開して
いこう、と。
つながり〞がくれる温かさと優しさ、そして強さ。
資料センターもその輪の中にいることを、幼稚園の先
生方に知っていただく好機をくださった庄司先生に、
改めて感謝したい。

★
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東海大学学園史ニュース

学園史資料センター Topics
湘南キャンパス開設50周年をテーマに
この秋 3 つの会場で展示会を同時開催

建学 75 周年記念誌編纂が本格始動
学園史資料センターが事務局を担当

東海大学湘南キャンパスが 2013 年に開設 50 周年を

学校法人東海大学は 2017 年に建学 75 周年を迎えま

迎えたのにあわせて、学園史資料センターでは今秋、

す。2011 年１月６日には「建学 75 周年記念事業委員

3 つの会場で展示会を同時開催します。

会」が発足し、同委員会の下に 2012 年４月１日付で「建

湘南キャンパスの半世紀にわたる歴史を紹介するも

学 75 周年記念誌編纂委員会」が設置されました。学

の、学園の創立者・松前重義とその盟友で建築家の山

園史資料センターは編纂委員会の実務的な作業を行う

田守にスポットを当てるもの、湘南キャンパス開設当

事務局を務めています（下図参照）。

時の周辺地域の様子を振り返るものと、テーマもさま

2012 年度中は記念誌の基本方針および骨子策定の

ざまです。ぜひ各会場に足をお運びください。

ほか、実際に編纂作業を担当する「建学 75 周年記念
誌編集委員会」を構成する委員の人選など、さまざま

◉キャンパスに描いた夢―湘南の半世紀
会期：10月29日～11月29日
（日曜祝日休み。11月2～3日は開室）
会場：湘南キャンパス

付属図書館11号館分館展示室

2013 年度に入り、編集委員の委嘱が行われ、建学
75 周年記念誌の実質的な編集作業がスタートしまし

◉松前重義と山田守

た。2013 年度後期には４回の研究会を開催する予定

会期：11 月１日～ 11 月３日
会場：湘南キャンパス

な調整作業を行ってきました。

です。研究会では 1993 年発行の『東海大学五十年史

松前記念館１階エントランス

通史篇』の輪読を行うなど、学園の歴史に関する知
識の深化と共有化を図っています。

◉昭和の情景―湘南キャンパスのできた頃

75 周年記念誌は 2018 年 11 月に刊行予定で、『五十

会期：10 月 29 日～ 11 月４日

年史』以降の 25 年間が著述の中心となります。学園

会場：東海大学サテライトオフィス

全体の歴史を記す「通史篇」と、各教育機関や付置研
究所 ･ センターなどの歴史を個別に記す「部局篇」の

学校法人東海大学 建学75周年記念事業委員会
委員長＝松前義昭副総長

学校法人東海大学

建学75周年記念事業募金委員会

２分冊で構成。別途 2017 年 11 月に写真を中心とした
「図録」を刊行することなどが検討されています。

事務局

学校法人東海大学

建学75周年記念誌編纂委員会

委員長＝松前義昭副総長

★編纂委員会、編集委員会と
もに事務局は学園史資料セ
ンターのスタッフ＝学園史
編纂員が担当
★記念誌編纂に関わる事務作
業全般を支援

委員長＝松前義昭副総長

学校法人東海大学 建学75周年記念誌編集委員会
編集委員
★学園の教員から選ばれた 14 名で構成
委 員 長＝橋本敏明 学園史資料センター長
副委員長＝沓澤宣賢 学園史資料センター副センター長

★記念誌編纂の具体的な方針の策定から、
執筆、編集、校閲などを担当

執筆委員
★編集委員の中から
人選された６名
★記念誌の「通史篇」
の執筆を担当する

顧問
★学園の教職員から選ばれた
５名
★編集業務の遂行を支援する

《第７号の訂正》
しくは「東海大学応援部襟章」でした。

ますが、正しくは「付属自由ケ丘幼稚園」でした。

❖ 15 ページ解説文の下から４行目、「付属自由ケ丘幼稚園／ジャンパー

4

❖ 13 ページ解説文の最終行、「東海大学応援団襟章」とありますが、正

14

4

❖３ページ本文の右段下から 13 ～ 14 行目、「付属かもめ幼稚園」とあり

4

4

4

4

の背中」とありますが、正しくは「ジャンパーの左胸」でした。
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学園史資料センター日録（抄録）
の11回出張）

【2012 年４月】
センター主催展示会「湘南さんぽ道～

１日

富士見通りたてもの編」開始（～８日、於：

神奈川県立川崎図書館主催年史編纂講
演会「内田洋行 100 年史ができるまで」

フィス）

参加（於：同館）
16日

50周年記念事業に関する打ち合わせ参加
パス、以後5月1日、6月12日、同26日、7月17

19日

ステム導入第 5 回定例会（以後10月25 日
企業史料協議会主催見学・研究会参加

（於：東京都墨田区・セイコーミュージアム）

般公開・写真パネル展示（於：愛知県名

奈川県川崎市・県立川崎図書館）
東海大学医学部付属八王子病院記念誌

キャンパス資料整理作業（～ 22 日、於：

記録管理学会 2012 年研究大会参加

会・第 119 回幹事会参加（於：東京都文

（於：神奈川県相模原市・同校）

神資研例会参加（於：東京都目黒区・

27日

10日

第 50 回学校法人東海大学資料編纂委
員会開催（於：東京都渋谷区・東海大学
代々木キャンパス）

23日

元学校法人東海大学副理事長「香取

草之助先生お別れ会」出席（於：東京都
千代田区・東海大学校友会館）
26日

東海大学開発工学部資料調査収集、展

示打ち合わせ参加（於：静岡県沼津市・
東海大学沼津キャンパス、以後7月27日、
8月3日、9月4日、同26日、11月7日、12月21
日、2013年2月7日、同19日、同28日、3月6日

全日本大学バスケットボール選手権大会
優勝祝賀会出席
（於：東海大学校友会館）
第 83 回研究会参加（於：東京都千代田区・
専修大学神田キャンパス）
28 日

～中央通りたてもの編」開始（～８日、於：

【２月】
神資研例会参加（於：東京都千代田区・

15日

千代田区立日比谷図書文化館）
20日

センター所蔵資料目録検索システム公開

北海道札幌市および旭川市）
26日

全国歴史資料保存利用機関連絡協議会

センター視察受け入れ
東海大学熊本キャンパス資料調査収集

４日

整理作業（～８日）
８日

2012 年度大会参加（～９日、於：広島県）

第 84 回研究会参加（於：明治大学駿河
16日

ス／支援作業）
23日

東海大学旧学生相談員の集い参加

（於：東海大学校友会館）
24日

日本オリエント学会第 54 回大会参加

東海大学開発工学部合同お別れ会参

加（於：東海大学沼津キャンパス／支援

東海大学海洋学部 50 周年記念式典・

祝賀会参加（於：東海大学清水キャンパ

大学史協東日本部会第 126 回幹事会・

台キャンパス）

ンパス額田記念東邦大学資料室）
23日

企業史料協議会主催見学会参加（於：

東京都江東区・LIXIL 資料館）
14日

21日 出版文化社主催大学アーカイブセミナー
参加（於：東京都大田区・東邦大学大森キャ

茨城県立医療大学スタッフによる当

【３月】

【11 月】
８日

東海大学札幌キャンパスおよび旭川

キャンパス資料整理作業（～ 22 日、於：

東海大学サテライトオフィス）
31日

第 51 回学校法人東海大学資料編纂委

員会開催（於：代々木キャンパス）

大学史協 2012 年度総会・全国研究会

センター主催展示会「湘南さんぽ道

大学史協東日本部会第 125 回幹事会・

24日

府京都市・同志社大学ほか）
30日

東海大学男子バスケットボール部第 64回

22日

／東日本部会第 122 回、123 回幹事会・

日本美術の至宝」関連講演会「特別

京都台東区・同館）

日、以後 3月 1日の 2回出張）

新宿サテライト）
【10 月】

第 81 回研究会参加（～ 12 日、於：京都

展の舞台裏―保存と修理」聴講（於：東
21日

大学史協東日本部会第 121 回幹事会参

加（於：東京都新宿区・武蔵野美術大学

東京国立博物館特別展「ボストン美術
館

22日 東海大学海洋学部資料調査収集（～ 23

東京工業大学図書館）

学校法人立命館・立命館百年史編纂室

８日

【2013 年１月】

総会出席（於：東海大学代々木キャンパス）
21日

京区・日本女子大学目白キャンパス）

スタッフによる当センター視察受け入れ

（～ 19 日）

東海大学放送研究部 OB 会第６回定期

15日

【６月】
７日

東海大学福岡キャンパス資料整理作業

17日

東海大学付属相模高等学校資料調査

３日

ンパス）
大学史協東日本部会 2012 年度部会総

大学史協東日本部会第 124 回幹事会参

13日

【９月】

（於：東京都八王子市・中央大学多摩キャ
31日

松

第七巻』発行

東海大学福岡キャンパスおよび熊本

21日

30 日の 3 回参加）
25日

著作篇

【８月】

に関する打ち合わせ参加（於：東京都八
王子市・同病院、以後 6 月 18 日、８月

東海大学湘南キャンパス）
加（於：東海大学湘南キャンパス）

福岡県宗像市および熊本県熊本市）

24 年度総会・特別講演会参加（於：神
21日

研究会）
「魅力ある大学とは？」開催（於：

学校法人東海大学建学 75 周年記念誌

松前重義全集編纂委員会編『定本

業）
神奈川県資料室研究会（神資研）平成

センター主催東海大学建学 70 周年記

13日

11 月 30 日、2013 年 2 月 13 日の３回出張）

31日

古屋市・名古屋港ガーデン埠頭／支援作
18日

ム「自校教育のいま」参加（於：大阪府

念講演会（大学史協東日本部会第 82 回

前重義全集

東海大学海洋調査研修船「望星丸」一

追手門学院大学公開講座・シンポジウ

８日

ンパス）

【５月】
13日

（於：大阪府枚方市・同校）

茨木市・同大学）

東海大学付属第三高等学校資料調査

編纂委員会開催（於：東海大学代々木キャ

日本部会第 118 回幹事会参加（於：東京
都千代田区・明治大学駿河台キャンパス）

東海大学付属仰星高等学校資料調査

７日

収集（於：長野県茅野市・同校、以後
30日

全国大学史資料協議会（大学史協）東

26日

大学史協東日本部会第 120 回幹事会・

１日 『東海大学学園史ニュース』№７発行

東京理科大学神楽坂キャンパス）
25日

の第 11 回まで毎月）
20日

京都港区・同校）

第 80 回研究会参加（於：東京都新宿区・

センター所蔵資料目録の Web 検索シ

19日

東海大学海洋調査研修船「望星丸」一

横浜市・横浜港大さん橋／支援作業）

日、9月7日の6回出張）

「高輪会」60 周年記念式典参加（於：東
【12 月】

般公開・写真パネル展示（於：神奈川県

（於：静岡県静岡市・東海大学清水キャン

東海大学付属高輪台高等学校同窓会

25日

神奈川県秦野市・東海大学サテライトオ
10日 東海大学海洋学部資料調査収集および

2012 年 4 月～ 2013 年 3 月
（於：東海大学湘南キャンパス）

【７月】
６日

2013.11.1

作業）
31日

センター編『東海大学資料叢書３

財

団法人国防理工学園関係認可申請書類』
発行
31日 『東海大学学園史ニュース』特別号
（東海
大学建学70周年記念講演会記録 ）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

2012 年 4 月～ 2013 年 3 月

松尾守之

事務部沼津事務課

硬式野球部

青柳美穂

松前紀男

入試センター入学広報課

柔道部

荒井元明

三浦義博

教学部湘南学生支援課

サッカー部

池村明生

村井正己

教学部代々木教学課

ラグビーフットボール部

板垣良一

村野公俊

教学部沼津教学課

男子バレーボール部

伊藤信雄

村山重治

教育支援センター教育支援課

女子バレーボール部

井上太郎

望月義久

文学部歴史学科日本史専攻

アメリカンフットボール部

入江吉美

森里水

文学部日本文学科

男子バスケットボール部

薄井尚

若林敏雄

文学部心理・社会学科

水泳部

政治経済学部長室

アイスホッケー部

【個人】

宇田川大介

【機関・団体】

内田匡輔

株式会社ＴＶＣ

教養学部芸術学科デザイン学課程

男子ラクロス部

内田裕久

株式会社トンボ

教養学部国際学科事務室

沼津学生コミッション

内田洋二

株式会社富士サービス

工学部原子力工学科

札幌キャンパス建学祭実行委員会

大田洋子

平塚信用金庫金目支店

工学部材料科学科

星医会（医学部同窓会）

大庭裕介

学校法人東海大学

工学部土木工学科

ホームカミングデー実行委員会

大矢暁

理事長室秘書課

海洋学部

荻原公世

理事長室文書課

農学部

東海大学医療技術短期大学

小澤暢治

理事長室広報部広報課

体育学部

東海大学付属浦安高等学校

街道憲久

高等教育部高等教育課

医学部

東海大学付属相模高等学校

門向かおる

初等中等教育部初等中等教育課

医学部医学科外科学系整形外科学領域

東海大学付属高輪台高等学校

木本雄一

総務部総務課

医学部付属病院薬剤部

東海大学付属翔洋高等学校

沓澤宣賢

教育開発研究所

医学部付属大磯病院事務部事務課

東海大学付属第三高等学校

久保田正男

現代文明論研究センター

医学部付属八王子病院

東海大学付属第四校等学校

小林一雄

出版会

総合医学研究所

東海大学付属第五高等学校

佐藤和紀

社会教育センター

チャレンジセンター

東海大学付属仰星高等学校

佐藤一

望星学塾

付属図書館中央図書館

東海大学山形高等学校

曽田成則

船舶管理室船舶運航課

付属図書館代々木図書館

東海大学菅生高等学校

付属図書館清水図書館

東海大学付属小学校

曽根總雄

東海大学

東海大学健康クラブ（任意団体）

鶴岡靖彦

学長室企画課

スポーツ教育センタースポーツ課

東海大学付属幼稚園

西村俊明

学長室企画課サテライトオフィス

創造科学技術研究機構

東海大学付属本田記念幼稚園

橋本敏明

学長室大学評価室

教育研究所

東海大学付属自由ケ丘幼稚園

馬場弘臣

研究支援・知的財産本部高輪研究支援課

湘南公開セミナー委員会

東海大学校友会館

広瀬洋一

事務部ファシリティ課

文化部連合会

東海大学新聞編集委員会

増田秀雄

事務部印刷業務課

陸上競技部

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 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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