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❖ さようなら同窓会館 ❖
東海大学湘南キャンパス「同窓会館」の解体工事が 2015
年 12 月、始まりました。年度内に取り壊される予定です。
同窓会館は 1966 年４月に「株式会社メーベンハウス」の
社屋として竣工。同社が運営・管理する学生向けの食堂とそ
の調理場、大小のパーティールームなどを備えていました。
同社は 1970 年１月に「株式会社富士サービス」と社名を変
更、建物は東海大学に移管され、
「同窓会館」と改称しました。
1972 年には北側部分が増築され、ボウリング場がオープン。
28 レーンを要する大規模な施設でしたが、2002 年の閉鎖ま
でスコアは手書きでした。
学生向けのアメニティ・スポットとしての役割を転換し、
2003 年７月、２階に学園史資料センターの、３階に東海大
学出版会（現・出版部）の事務室が入居。１階のボウリング
場を改装し、資料や書籍を置く収蔵庫が設けられました。
同窓会館の跡地には 2018 年ごろ、留学生が利用する寮が
建てられる予定です。
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学校法人東海大学学園史資料センターは 2015 年
10 月、湘南キャンパス同窓会館から５号館へ移転
した。同一校舎内での移転であり、移動距離は約
650m、徒歩６～７分ほどの間隔にすぎない。しか
し、これまでに収集してきた学園史資料を一度に動
かすとなると、その作業は大変な苦労を伴うものと
てんまつ

なった。ここに移転の顛末を記録し、現時点におけ
る課題と合わせて報告する。
（10ページに関連記事 文中敬称略 構成：中西祐悟）

開設、即移転の歴史
学園史資料センターは 2003 年４月１
日、前身組織の施設と設備、人員を引き
継ぎ、代々木キャンパス（東京都渋谷区）
で開設した。同年７月に湘南キャンパス
（神奈川県平塚市）に移転し、同窓会館
▲同窓会館１階の旧「政治経
済学部 NPO・NGO 活動セン
タ ー」 の 部 屋（102 ㎡） は、
東海大学七十五年史編集委員
会の会合などに活用していた
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10 月めどに、５号館へ
資料センター移転に向けて内々に打診

整理、保管、活用といった活動を本格化

った。事務部から副センター長・沓澤宣

させた。

賢に「同窓会館取り壊しに伴い、2015

以来十数年間、拠点として利用してき

年 10 月をめどに５号館に移転してもら

た同窓会館であったが、1966 年４月に

いたい」という要請が口頭で伝えられた。

竣工した建物は、たびたび建て替え話が

２月２日には事務部事務課のスタッフ
が同窓会館を訪れ、資料センターの現状
を視察。改めて移転について要請があっ
たが、移転の時期や移転先の場所につい

2014 年初頭、新年度に向けた学内施

ては今後の調整次第で、決定事項ではな

設の整理に伴い、同窓会館１階で「政治

いことが伝えられた。逆に言えば、移転

経済学部 NPO・NGO 活動センター」と

そのものは決定事項ということである。

して利用されてきた１室（102㎡）を学

資料センターのスタッフの間に、ようや

園史資料センターが使えることとなっ

く漠然とした緊張感が走った。

た。資料の収容面積を増やすため、書棚

▲同窓会館３階、36㎡の部
屋は、七十五年史編集委員が
執筆作業などで利用していた

こともできる。

があったのは 2015 年１月 22 日のことだ

かすかな予兆

▲ 同 窓 会 館 １ 階 の 収 蔵 庫。
228㎡の空間に可動棚が計 92
基配置されていた

資料センター移転の予兆だったと考える

に事務室と収蔵庫を構え、資料の収集、

取り沙汰されてきた。

▲同窓会館２階の資料セン
ター事務室。108㎡

▲資料センター事務室で使用している予定表。
2015 年 10 月５日から「事務室移転作業開始」の
記入が。前後には出張もあり、スタッフの奔走ぶ
りが想像してもらえるだろうか。移送のために貼
付した黄土色のラベルも確認できる

を配置しようと事務部ファシリティ課

収蔵庫は水に縁？

（2015 年度から「施設管理課」）に相談

同窓会館における資料センターの専

したところ、ストップがかかった。どれ

有面積は、２階の事務室 108㎡、その他

だけの書棚が置けるか、床の耐荷重を調

210㎡（事務室隣接の作業室が 72㎡、36

べる、と言われたまま返答がない状態が

㎡の２室、１階の旧 NPO 室 102㎡）。ま

続いたのだ。予算に関する手続きも必要

た３階の 36㎡の部屋を、年史編纂室と

なことから、結局書棚の購入は見送り、

して利用していた。これに収蔵庫として

この部屋を会議室として活用することと

１階の 228㎡（うち 171㎡は常時温湿度

なった。この一件が、同窓会館建て替え、

管理）、前室の 482㎡が加わる。
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これら施設の機能を、どのように移転
させるのか。2015 年度が明けて大型連
休を目前とした４月 28 日、事務室等は
５号館３階に６部屋、収蔵庫は第２水理
実験室（出版部、教学部との共用）に移
転する案が示された。同 30 日に移転先
を下見したスタッフは、特に第２水理実
がくぜん

験室の現状を目の当たりにして愕然とし
た。「水理学」とは水の流れに関する力
学を扱う分野で、その実験施設が、第２
水理実験室だった（隣接して第１水理実
験室もある）
。これまでも収蔵庫では雨
漏りに悩まされてきたが、移転先でも水
に縁があるのか……。ともかく、第２水

に加え、５号館１階の３室（計 157㎡、

理実験室はこの当時、雑多な物品庫とし

常時温湿度管理）が割り当てられること

て利用されていた。本格的に収蔵庫とし

となった。展示室がもらえたのは喜ばし

て転用する際には改修を行うという説明

いが、前室がなくなったのは大きな痛手

だったが、
その荒廃ぶりに言葉も出ない、

だ。

というのが正直な感想だった。

終の棲家ではない

なお、５号館は 1968 年４
月竣工で、耐震性、老朽化
といった面では同窓会館と

５月、６月には他部署との間で調整が

大差ない。傾斜地に建って

なされ、計画は一進一退を繰り返した。

おり、浸水も気になる。施

ようやく７月 16 日、正式に移転先が決

設管理課員によれば、「５号

定し、施設管理課から通達があった。５

館が“終の棲家”ではない」

号館２階に事務室（90㎡）と展示室（45

とのことだった。次の移転

㎡）を、同３階に資料室（90㎡）と作業

は 10 年後か、５年後か、そ

室（22㎡）
、
および年史編纂室（45㎡）を。

れとも……。一抹の不安を

収蔵庫は第２水理実験室の一部（181㎡）

覚えた瞬間でもあった。

つい

すみか

▲改修前の第２水理実験室の
様子。大規模な実験設備が所
狭しと並んでいる

❖移転前後の面積❖
移転前
事務室関係合計
事務室

移転後

318㎡

247㎡

108㎡

90㎡

展示室

0㎡

45㎡

その他

210㎡

112㎡

年史編纂室

36㎡

45㎡

710㎡

338㎡

171㎡

157㎡

57㎡

181㎡

482㎡

0㎡

収蔵庫関係合計
温湿度管理あり
温湿度管理なし
前室

移転に必要なもの―体力、柔軟な対応力、そして結束力
体力勝負で夏場を乗り切る

箱詰め作業は梅雨入り前に始まり、盛
夏に突入。適度な休憩と水分補給は必須

移転先決定に先立って、６月のうちに

だ。移転元から移転先へ荷物を搬出入す

運送業者から段ボール箱が納品された。

るのは業者とはいえ、中に入れた資料を

早速、資料の箱詰め作業を開始した。

取り出したり、書棚の前に置いた箱をど

まずは事務室周辺に配架された資料類

かしたり、準備期間中に箱を移動させる

である。書籍も、ファイルも、適当な束

ケースは多々ある。移転作業は思ってい

をひもで括り、箱に入れる。これは移転

た以上に肉体労働。体力勝負であること

後の荷解き作業の効率化を見据えた措置

を痛感させられた。

くく

である。重量の基準は、
「女性が抱え上
げられる程度」
。詰め込みすぎると移動

▲同窓会館では事務室の外廊
下で展示を行っていた

荷造りで得た収穫

が大変になるが、少なすぎても積み重ね

箱に詰めた資料を、移転後のどの部屋

た際、下の箱が潰れやすくなる。上に積

に配架するか。実に 1,473 に及んだ箱を

むのは４つまで、と原則を決めた。

管理したのは徳原彩恵だ。「他にやる人

▲資料をひもで括る相原
（左）
と徳原。マスク、手袋、エプ
ロンがユニフォームとなった
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がおらず、消去法的に担当しましたが

▲段ボール箱を積み上げて
作った事務室出入口のアーチ
（上段の箱は空）
。殺伐としが
ちな移転準備作業の最中で
も、ユーモアを添えて来室者
を迎えた

……。事務室周辺のどこにどんな資料が

未整理の資料は元々段ボール箱に入っ

あって、どれが無駄なのかをある程度把

ていたものも多いが、搬出に耐えられな

握できたのはプラスでした。重複資料の

い箱も少なくなく、改めて移送用の段ボ

処理と、利用頻度による配架場所の見直

ール箱に入れ直す作業に追われた。大型

しなど、限られたスペースを有効に利用

の物品類は別途梱包する必要もあった。

するための課題も見つかりました。収穫

こちらの総計約 1,842 箱（点）は、第２

もありましたが、次の移転はしばらくな

水理実験室へ搬入する。しかし、棚に収

いといいですね」と苦笑い。

まるのは約４割で、1,000 箱余りを直接

徳原をサポートし、箱詰め作業を担当
したのは相原秀子。
「私は雑用係。資料

▲同窓会館１階の収蔵庫内で
荷造りをする渡辺。大型の段
ボール箱にアーカイブボック
スを４つずつ入れていく

椿田は、「歴史資料は性格上、減るこ
とはない。同窓会館では前室に未整理資

先生から『どんなにみんなが資料整理を

料を仮置きすることができたが、移転後

しても、コピーを取る人がいなかったら

はその余剰スペースがない。収蔵庫が一

仕事は進まない』と言ってもらった。今

杯で、置く場所がないからといって新規

もその言葉が私の支え」。この希有なユ

の受け入れを断るわけにもいかない。本

ーティリティプレーヤーの存在が、今回

当に大事なのは移転した後。もちろん整

の移転を可能にし、ひいては資料センタ

理に力を尽くすが、われわれの努力だけ

ーの活動を支えているのだ。

では抜本的な解決はできない。収蔵スペ

同時進行で、収蔵庫内の資料の荷造り
も実施。こちらは椿田卓士を中心に、渡

▲移転先で各部の寸法を実
測。左から目七、徳原、椿田

床に置き、積み上げることとなる。

センターで働き始めたとき、馬場（弘臣）

増えるが、減ることはない

▲同窓会館１階。扉の向こう
が収蔵庫（計 228㎡）
。手前
のスペースも前室として利用
（出版部と共用）しており、
未整理資料を仮置きしていた

保管庫１～３へと移すこととなった。

辺真治、相原らで作業を行った。

ースの拡充と保管環境の改善を働き掛け
ていかねばならない」と、先を見据える。

臨機応変な対応力こそ
収蔵庫を除き、移転先の事務室等のレ

既に整理が終わり、専用のアーカイブ

イアウト図面を引いた目七哲史は、移転

ボックスに収められている資料群は、箱

元 ･ 移転先の施設や備品を何度も実測

の強度の問題上、そのまま移送すること

し、図面を引き直した。それでも、「頭

ができない。アーカイブボックスを４つ

の中と机の上で、どんなに理詰めでシミ

ずつ収納する、大型の段ボール箱を特別

ュレーションしても、実際に机や棚を持

にあつらえ、移送に備えた。アーカイブ

っていったら部屋に収まりきらない、と

ボックスは 3,600 箱、それを収める「ボ

いうケースは出てくる。事務室関係の面

ックスインボックス」は 900 箱という計

積は大幅に削減されているし、段ボール

算になった。また、写真のネガを収めた

が何箱になるか分からないという不特定

アルバム 1,750 冊を 450 の段ボール箱に

要素があるのだから。移転に必要なのは

詰め、さらに箱に収まらない物品類を合

臨機応変な対応力だと思う」と冷静な覚

わせ、約 1,519 箱
（点）を５号館１階の３室、

悟を語った。
９月７日、備品や荷物の移送を担当す
る業者から、改めて荷造りや貼付ラベル
等に関する説明が行われた。同 15 日、
事務室と資料編纂室、資料室、作業室の
移転作業開始が 10 月５日と決定。５連
休があるため、実際に準備ができるのは
残り 10 日間。前後に出張もあるため、
ラストスパートは今までにも増してハー

▲ 10 月２日の事務室。通常業務をこなしつつ、スタッフ総出で荷造りの追い込み作業
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ドスケジュールとなった。
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明らかになった課題―学園史の意義、さらなるアピールを
３段階、１カ月に及ぶ移転

も。 棚 に 収 ま り
き ら ず、 床 に 直

いよいよ 10 月。移転作業は３段階に

接 置 き、 積 み 重

分けて行われた。まず、事務室が 10 月

ねている段ボー

５日～７日、次に収蔵庫・第 2 水理実験

ル 箱 が、 湿 気 を

室への搬入が同 13 日～ 21 日、最後に保

吸って潰れてし

管庫・5 号館 1 階の３室への搬入が建学

まう恐れもある。

祭明けの 11 月４日～ 11 日に実施された。

間仕切りのない

収蔵庫内の資料の移動は、同窓会館で

巨大な空間であ

❖今回搬入した段ボール箱の数❖
事務室関係合計 1,473 箱
→事務室

385 箱

→保管庫

1,519 箱

→収蔵庫

1,842 箱

→展示室

12 箱
628 箱

※保管庫は５号館１階の３

→作業室

176 箱

室合計。ボックスインボッ

→年史編纂室

246 箱

→保管庫

11 箱

→収蔵庫

15 箱

るため、除湿器を置くとしても、かなり高

スペースへ移し、棚を取り外して移転先

性能なものでなければ効果は期待できな

へ設置し、再び資料を配架する、という

い。加えて、季節の変化に伴う環境変動

段取りが必要だった。資料センターだけ

も懸念される。共用している他部署とも

でなく、他部署の荷物も動かすため、そ

協力し、大学当局に改善を働き掛けたい。

の出し入れは繁雑を極めたが、業者がシ

資料センター付・馬場は言う。「通常

移転作業中でも、レファレンスは待っ

3,361 箱

→資料室

棚に配架されていた資料を一旦別の空き

ステマティックに対応してくれた。

収蔵庫合計

業務がある上に、『東海大学七十五年史』
の編纂作業を抱えたこの時期の移転は、

てくれない。１枚の写真を探して、積

絶体絶命のピンチだった。皆で力を合わ

み上げた段ボール箱の山と格闘したこ

せることで、なんとか乗り越えることが

ともあった。高橋祐子は「事前に電話

できた。2017 年の学園建学 75 周年、さ

や Web サイトを使って、移転準備 ･ 作

らにその先の 100 周年を見据えて今回得

業中は対応に遅れが生じると告知はして

た結束力を発揮し、学園史の意義と、資

いたが……。求めがあれば、可能な限り

料センターの存在価値をアピールしてい

応じようと決めていた。資料を搬出して

かねばならない」。

いる最中に、新たに資料の段ボール箱を

これからも、資料センターはピンチを

何十箱と受け入れた時は実に奇妙な感覚

チャンスに変えていく。過去を紡いだ歴

で、
この仕事の連続性を強く感じた」と、

史の先に、未来は築かれるのだから。★

ク ス 900 箱 の 中 に ア ー カ
イ ブ ボ ッ ク ス 3,600 箱 が
入っている。新収蔵庫は第
２水理実験室

▲ 10 月５日、いよいよ事務
室の移転作業開始。机や棚か
ら搬出されていく

▲ 同 窓 会 館 か ら の 搬 出 は、
フォークリフトを用いて２階
からも行われた

額の汗を拭った。
実に１カ月以上に及ぶ搬出入作業が、
ようやく終了した。季節は秋になっていた。

ピンチをチャンスに
移転後の荷解き、配架作業も一段落し
た。
現時点で見えてきた課題を列挙する。
◦展示室が機能していない
移転に伴い新たに割り当てられた展示

▲搬入の終わった新収蔵庫＝第２水理実験室。奥に可動
棚、手前には床に直接置いた資料が

▲旧収蔵庫内、可動棚の移設
のため、レールを切断する。
可動棚 92 基のうち、31 基が
第２水理実験室へ、5 号館１
階の保管庫１に 24 基、同２
に 20 基、同３に 17 基を移
した

室だが、12 月１日現在、まだ整理がつ
かず、展示企画も構想中の状態だ。早け
れば 2015 年度内にも来場者を迎えられ
る状態にするべく、準備を進めている。
◦第２水理実験室の環境の悪さ
外壁に隙間があり、外気が入ってくる。
特に雨天時は湿度が 70% を超えること

▲新事務室。荷解きでも徳原・相原の黄金コンビが活躍

▲５号館１階の３室の保管庫
は、常時温湿度管理を行う。
写真は可動棚設置の様子
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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
昨年 50 周年を迎えた付属第四高等学校と中等部です。2016 年度か
らは校名が「付属札幌高等学校」となり、完成が待ち遠しい新校舎へ
移転します。それではみんなで声を合わせて、
「 T！ F！ C！」第 5 回、
始まりま～す！
！

5th meeting ＠ 付属第四高等学校・中等部

1964
校

共学化

1965

開

◉ 1964 年の開校時に募集・入学した
一期生は男子のみでした。制服は「詰
め襟、学ラン」の当時のオーソドック
スなスタイルです。ボタンに刻まれた

学園史編纂員

徳原 彩恵

1986
中等部開設

1989
1994

◀写真提供は保健体育担当、元野球部

顧問の佐々木浩正先生です。１９７９
年３月、卒業式の後に撮影した一枚。

改定
中等部制服

文字は付属高校の校章にある「高」で
はなく、
「東海」
。

199

◉ 1986 年、中等部が開設さ
れました。当初、生徒は男子
のみでした。制服は詰め襟で
したが、高校生と区別するた
めに紺色、襟元と袖口にライ
ンが入っています。ボタンは
学園付属中の校章、カモメの
羽根に「中」の文字でした。

▶ 1965 年度入学の二期生から女子生
徒の募集が始まりました。制服は紺色
のブレザースタイルで、シングルの三
つボタン。スカートはボックスプリー
ツです。現在の着こなしと比べると丈
が長めですね。白の靴下を着用。

1994
◀１９８６年、ある日の登校風景。手
前の中学生と、中ほどの高校女子生徒

が紺色の制服。奥の高校男子の黒い制
服と色味の違いが分かりますか？

06

高校制服改定

ていこう、という Tokai Fashion Club。今回の舞台は、1964 年に開校、

▶ 1994 年度から、中等部の制服
も詰め襟からブレザースタイルへ
と変更になりました。高校と同デ
ザインなので、ここでは写真を割
愛し、夏服を掲載しました。エン
ブレムとネクタイを変えるだけ
で、高校進学後も引き続き着用が
可能となっています。経済的です
ね。なお、エンブレムには学年色
で赤、青、緑の別がありました。

199
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入学生から高校生の制服を改定。
男子は詰め襟から濃紺のダブル
のブレザーへと変わり、大人っぽ
い雰囲気になりました。ネクタイ
は数種のバリエーションがありま

◀エンブレムは「TOKAI」の頭文

したが、いずれもエンジが基調で
した。

い、王冠と葉冠、リボンが周囲を

女子のブレザーはシングルから

で青、緑、赤の別がありました。

字「Ｔ」の花文字を中央にあしら
飾っています。中央の円は学年色

ダブルへ。スカートはブルーとグ

▶女子にはスカートと共布のベスト
もありましたが、着用されたのは初
期のみ。ニットベストの方が生徒た
ちには人気があったようです。

◉創立 25 周年を機に、1989 年度

2015.12.15

レーのチェックが爽やかなプリー
ツスカートになりました。襟元に
はリボンを着用します。男子のネ
クタイ同様、エンジを基調に数種

校名変更
・移転

ありました。
◉学園がシンボルマーク「T-WAVE」を制定

男女共ブレザーの左胸元にはエ

するのが 1992 年。それ以前の制服改定だったた

ンブレムを着けます。

め、各アイテムには「T」の花文字があしらわれました。
左はブレザーのボタン。ワイシャツの左胸や靴下の

◀男女共にダブルのブレザーを
採用。特に男子の下襟はピーク
ドラペルで、バブル時代のトレ
ンドが反映されています。

中等部共
学化

95

▶新デザインのエンブレ
◉開校 50 周年を迎えた 2015 年度から、
ムはサイズが一回り小さ
制服が改定となりました。全体的にシン
くなりました。学年色に
プルなデザインとなりましたが、細かい
よる区別はなくなり、全
部分にこだわりが見て取れます。
員が同じものを着けてい
今回の改定理由の一つとして、ダブル
ます。
のブレザーがデザインとして古くなって
きたことが挙げられます。そのため男女
▲ブレザーのボタンは表面がコーティ
共にシングルのブレザーとなりました。
ングされ、高級感あふれる仕様に。
また、機能性を追究し、筆記時の邪魔と
なる袖ボタンが廃されました。一方で襟
やボタン周辺にライトブルーのステッチ
が入るなど、さり気ないおしゃれ心も。
女子のスカートとリボン、男女共用
のネクタイは青が正装で、オプショ
ンで赤の着用が可能となりました。

▲ズボンの生地アップ。色
が濃くなり、落ち着いた雰
囲気に。
札幌の寒さに備え、
女子も着用できます。

28

※中等部は２０１４年度から

30

生徒の募集を停止。２０１６

ります。

◀ 女 子 は 正 装 時、T-WAVE の 刺 し ゅ う が
入った紺のハイソックスを履きます。刺
しゅうは金と銀の２色から選べます。

年３月の卒業式で 期生を送
り出し、 年間に及ぶ教育活

デザインの制服です。アクセ
ントは襟元に着けるネイビーのリ
ボン。清楚な雰囲気が漂います。
写真は夏服。ニットのベストは高
校生と兼用で、白と紺の２色があ

2015

▲▶青が正装、赤がオプション。ネ
クタイを締める女子も少なくありま
せん。ニットのセーター、ベストは
従来のネイビーに加え、新色のキャ
メルが採用されて、大人気です！

動に幕を閉じる予定です。

95

50周年を機に2度目の制服改定

◀ 1995 年度から中等
部も共学となり、女子
生徒が入学します。男
子と同様に高校生と同じ

2016

ワンポイントのほか、男子のズボン（左上が生地の
アップ）には左腰前面、ベルトループの下に刺しゅ
うがありました。1992 年以降に作成されたネクタイ、
リボンには T-WAVE が採り入れられました。

❖ 5th meeting を終えて❖
第四高校では放課後の校内を回り、生徒さ
んたちに声を掛けながら制服の写真を撮らせ
てもらいました。驚いた様子の人、進んでポー
▲ブレザーの襟から
裾の前部分にはス
テッチが。

ズをとってくれる人……。先生方をはじめ、皆
さんご協力ありがとうございました！
それでは次回まで、ごきげんよう♪
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東海大学学園史ニュース

file 8

相州小麦と湘南キャンパス
教育研究所教授・学園史資料センター付

こ

の１葉の写真は、『東海大学学園史ニュー

たところ、参加者の方

ス』第１号（2006 年）の表紙を飾ったも

から、「これは茅葺き

のである。写真には、
「湘南キャンパス創

じゃないよ、麦藁葺き

生―茅葺き屋根の向こうに―」というキャプショ

だよ」との指摘を受け

ンをつけ、次のような解説を書いた。

た。 俗 に「 茅 40 年、

かや ぶ

むぎわら

「平塚市北金目の台地に、こつ然と姿を現した超近

麦藁 15 年、稲藁 7 年」

代建築の校舎群。設計者は、創立者松前重義の建学の

と言われていて、耐久

同志で、日本武道館や京都タワーの設計で知られる山

性でいえば、断然、茅

田守理事です。1966 年頃に平塚市南金目の集落付近

が有利である。茅を刈

から撮影されたと思われるこの写真では、手前の重厚

ることのきつさは、実

な茅葺き屋根の民家と、丹沢山系をバックに台地の上

家の農作業でも体験し

に躍動するかのような新校舎の独特のフォルムが見事

ていて、葺いてあるの

な対照を描いています。大学の発展と共に高度成長を

は茅だと頭から思い込んでいた自分が少し恥ずかし

経て周辺地域も大きく変わってゆきます。茅葺き屋根

かった。だが、話を聞いて、ふと、腑に落ちた。

と新校舎とのコントラストは、そうした時代の変化と
未来を予見するかのようです。」
2014 年 10 月、秦野市立図書館の市民大学専門学習

08

馬場 弘臣

3

実

3

3

『東海大学学園史ニュース』第 1 号表紙

はこの写真は、右ページに挙げた２葉の写
真を紹介するために提示したものであっ
た。上のモノクロの写真は、鶴巻温泉駅

塾で「東海道と矢倉沢往還 Part. ２―脇往還の文化・

から湘南校舎に向かう道で、今では道幅も広がって

経済・政治」と題した講演を行った時のことである。

舗装されているが、クラシックな自動車と、麦畑の風

この写真をスクリーンに表示して、先のように紹介し

景が印象的である。下のカラーの写真は、２号館に向

TES Archives News №10

2015.12.15

けて思いっきり穂を伸
ばした麦がやはり印象
的で、よくこのような
写真が、しかもカラー
で残っていたものであ
る。湘南キャンパスが
開設した当時、一面に
麦畑が広がっていたこ
とは、よく聞いた話で
あった。そして、この
麦畑の風景は、実は江
戸時代につながる風景
なのである。

相

州小麦。そ
の存在の重
要性を知っ

小田急線・鶴巻温泉駅から湘南キャンパスに向かうバス通りでのスナップ（1965 ＝昭和 40 年頃撮影）

たのは、ちょうど大磯町史を編纂していた頃、元平塚

いか。

市博物館館長の土井浩さんから指摘されたからであっ

相模平野の南部から産出される相州小麦は、江戸の

た。江戸時代の後期、大磯の廻船商であった川崎孫右

昔から、ブランド品として野田や銚子の醤油醸造業者

衛門は、近在から買い入れた大量の小麦を、下総（現

がこぞって買い付け、さらには遠く知多半島の味噌造

千葉県）の高梨兵左衛門に売っていた。高梨家は、
「野

りの原料ともなっていたのであった。湘南キャンパス

田（千葉県野田市）の高梨」と謳われた、1661（寛文元）

は、まさにその「相州麦畑」のど真ん中に建てられた

年創業の関東屈指の醤油醸造業家で、キッコーマンの

のであった。聞くところによると、田んぼを除く、北

創業家の一人であった。さらに須賀湊（平塚市）から

金目の畑地のほとんどを大学は買収したのだという。

は同じ野田の、しかも同じキッコーマンの創業家の一

この２葉の写真は、そうした歴史の証明者でもある。

つである茂木佐平次家にも小麦が出荷されていた。果

だ、これには後日談があって、平塚市博

しもふさ

たして、
『キッコーマン醤油史』などの社史をみれば、
確かに良質の小麦として、相州小麦が登場するではな

た

物館の学芸員・早田旅人さんからの情報
では、平塚市周辺でもかつては茅葺きが
主 流 だ っ た の が、 茅 の
維 持 の 問 題 な ど で、 関
東大震災以降に麦藁葺
きに変わっていったの
だ と い う。 麦 藁 の 方 が
大量にあって入手が簡
単だったこともあろう
が、 そ れ に し て も 地 域
の歴史は深い。
最 近 は、 大 学 の 地 域
貢献や社会貢献が声高
に 叫 ば れ て も い る が、
そうした地域の歴史そ
のものを素直に見つめ、
謙虚に学んでいこうと
いう姿勢こそが大事な

湘南キャンパス内、現・松前会館所在地の南側から 1 号館、2 号館を望む（1965 ＝昭和 40 年頃撮影）

のではないだろうか。★
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学園史資料センター
学園史資料センターは 2015 年 10 月、
湘南キャンパス５号館に移転しました

Information
しました。事務室と一部資料の保管場所が離れている
ことから、これまでと比較して資料の出納に時間を要
する場合があります。閲覧、複写等をご希望の際は、

本誌２～５ページでお伝えしたとおり、学園史資料

あらかじめ必要な資料や来室予定日時などを電話や

センターは 2015 年 10 月から、湘南キャンパス５号館

メールでご相談いただければ、よりスムーズな対応が

に移転しました。従来入居していた湘南キャンパス同

可能です。

窓会館の取り壊しに伴うものです。
事務室は５号館２階に、資料の収蔵庫等は同１階と
湘南キャンパス内の第 2 水理実験室に、それぞれ移転

電話番号（直通、内線とも）や FAX 番号などは変
わりません。電車やバスなどの交通手段とあわせ、12
ページに掲載しています。

●旧同窓会館

●収蔵庫
（12 号館北にある
第２水理実験室、
他の部署と共用）

●事務室
（５号館２階）

総合情報センター
5 号館窓口

業務管理課
（教育設備ＳＣ）

階の、南側に２階の

５ ２
- ０１
コンピュータ室

●５号館は北側に１

12号館

ガル
スポーツ

入口がある。２階入
口から左に折れると
左手前に学園史資料
センターの展示室、
奥に事務室がある

10

学園史資料センター
事務室
展示室

５号館２階入口

守衛室

印刷
サービス
コーナー

印刷
準備室
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学園史資料センター日録（抄録）
素グループの百年』」参加（於：神奈川

【2014 年４月】
センター主催展示会「アーカイブズっ

１日

てなぁに？」開始（～８日、於：神奈川

県川崎市・同館）
東海大学旭川キャンパス資料調査収集

９日

県秦野市・東海大学サテライトオフィス）

整理作業（～ 10 日、於：北海道旭川市、

15日 「現代文明論」講義補助（於：神奈川
県平塚市・東海大学湘南キャンパス、以

以後７月 28 ～ 30 日の２回出張）
10日

後４月 17 日、18 日、21 日、10 月２日）
22日

業（於：静岡県沼津市・東海大学沼津キャ

27日

企業史料協議会主催見学会参加（於：

東京都墨田区・郵政博物館、問屋国分）

21 日の４回出張）
第２回学校法人東海大学建学 75 周年

記念誌執筆委員会（於：東海大学湘南キャ
ンパス）
24日

３回出張）
全国大学史資料協議会（大学史協）東

28日

編集委員会」から名称変更）・第６回研
究会（於：東海大学湘南キャンパス）

東京外国語大学府中キャンパス）
24日

以 後 ６ 月 12 ～ 13 日、10 月 22 ～ 24 日
の３回出張）
16日

神奈川県資料室研究会（神資研）平成

１日 『東海大学学園史ニュース』№９発行
第 11 回東海大学七十五年史編集委員

会・第９回研究会（於：東海大学湘南キャ
ンパス）
【12 月】

25日

大学史協東日本部会第 142 回幹事会・

４日

第 92 回研究会参加（於：東京都世田谷区・
東京都公文書館）
17日

第６回東海大学七十五年史執筆委員

会（於：東海大学湘南キャンパス）
【2015 年１月】
14日

第７回東海大学七十五年史執筆委員

会（於：東海大学湘南キャンパス）

第４回東海大学七十五年史執筆委員

22日

大学史協東日本部会第 143 回幹事会・

第 93 回研究会参加（於：神奈川県横浜市・

第 53 回学校法人東海大学資料編纂委

神奈川大学横浜キャンパス）

員会（於：東海大学代々木キャンパス、
湘南キャンパス＝テレビ会議）

東海大学湘南キャンパス）
整理作業（～９日、於：熊本県熊本市、

【11 月】

大学史協東日本部会第 138 回幹事会・

第 90 回研究会参加（於：東京都府中市・

第７回学校法人東海大学建学 75 周年

東海大学熊本キャンパス資料調査収集

大学サテライトオフィス）

１号発行
17日

記念誌編集委員会・第５回研究会（於：
８日

～湘南キャンパス建学祭のあ

ゆみ～」開始（～ 11 月６日、於：東海

（於：静岡県静岡市）
15日 『東海大学七十五年史編纂だより』第

会（於：東海大学湘南キャンパス）
７日

永遠に…

東海大学短期大学部資料収集整理作業

４日

集作業（於：静岡県静岡市、以後６月６

【５月】

センター主催展示会「建学の灯よ！

（「学校法人東海大学建学 75 周年記念誌

東海大学清水キャンパス資料調査収

日の２回出張）

30日

第８回東海大学七十五年史編集委員会

１日

日本部会第 136 回幹事会出席（於：東京
都千代田区・日本大学会館）

第５回東海大学七十五年史執筆委員

会（於：東海大学湘南キャンパス）

【７月】

集整理作業（～ 25 日、於：福岡県宗像市、

24日

16日

15日

東海大学福岡キャンパス資料調査収

以後９月１～２日、11 月 12 ～ 14 日の

ンパス）

東海大学代々木キャンパス）

ンパス、以後７月７日、11 月６日、同
23日

2014 年 4 月～ 2015 年 3 月

第２回学校法人東海大学建学 75 周年

記念誌編纂委員会（於：東京都渋谷区・

東海大学開発工学部資料調査収集作

2015.12.15

【２月】
【８月】
京都大学大学文書館、総合博物館視察

７日

（～８日、於：京都府京都市・同大吉田キャ
ンパス）
23日

学校法人東海大学望星学塾・東海大

企業史料協議会主催・資料管理研修セ

５日

ミナー参加（於：東京都文京区・東京大
学本郷キャンパス）
20日

神資研例会参加（於：神奈川県川崎市・

東芝未来科学館）
学校法人東海大学望星学塾・東海大

26 年度総会・特別講演会参加（於：神

学エクステンションセンター「社会教育・

奈川県川崎市 ･ 神奈川県立川崎図書館）

生涯学習」合同研修会参加（於：東京都

学エクステンションセンター「社会教育・

武蔵野市・望星学塾）

生涯学習」合同研修会参加（於：東京都

19日

企業史料協議会平成 26 年度会員総会

参加（於：東京都千代田区 ･ 日本教育会
館）
22日

学園史資料センター夏季研修会（於：

望星学塾）

港区・東海大学高輪キャンパス、湘南キャ
ンパス＝テレビ会議）

東海大学札幌キャンパス資料調査収

集整理作業（～ 24 日、於：北海道札幌市、
以後 10 月３～５日、2015 年２月 24 ～
25 日の３回出張）
29日

27日

26日

大学史協東日本部会 2014 年度総会・

【９月】
20日

第９回東海大学七十五年史編集委員

会・第７回研究会（於：望星学塾）
25日

大学史協東日本部会第 139 回幹事会

第 137 回幹事会参加（於：東京都豊島区・

参加（於：東京都千代田区・明治大学駿

立教大学池袋キャンパス）

河台キャンパス）

【３月】
第 12 回東海大学七十五年史編集委員

２日

会・第 10 回研究会（於：東海大学湘南キャ
ンパス）
第 54 回学校法人東海大学資料編纂委

３日

員会（於：東海大学代々木キャンパス、
湘南キャンパス＝テレビ会議）

【６月】
４日

第３回学校法人東海大学建学 75 周年

【10 月】
８日

大学史協 2014 年度総会・全国研究会

記念誌執筆委員会（於：東海大学湘南キャ

／東日本部会第 140 回、141 回幹事会・

ンパス）

第 91 回研究会参加（～ 10 日、於：大阪

全国歴史資料保存利用機関連絡協議会

６日

（全史料協）関東部会平成 26 年度総会参
加（於：埼玉県さいたま市・埼玉会館）
６日

神奈川県立川崎図書館主催講演会「社
史ができるまでシリーズ第 11 回『味の

府大阪市・桃山学院昭和町キャンパス、
大阪府豊中市・大阪大学豊中キャンパス
ほか）
11日

第 10 回東海大学七十五年史編集委員

13日

神資研例会参加（於：神奈川県立川

崎図書館）
19日

大学史協東日本部会第 144 回幹事会・

第 94 回研究会参加（於：東京都新宿区・
武蔵野美術大学新宿サテライト）
31日

東海大学学園史資料センター編『東

海大学資料叢書４

電波科学専門学校開

設認可申請書類』発行

会・第８回研究会（於：東海大学湘南キャ

11

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

2014 年 4 月～ 2015 年 3 月

森里水

教学部代々木教学課

井関明宏

吉澤正幸

教学部沼津教学課

内田晴久

渡邊通弘

伊勢原教育計画部伊勢原教学課

【個人】

及川義道

一貫教育センター

【機関・団体】

大倉正次

NTT 技術史料館

総合情報センター

蟹江秀明

有限会社シイ・エム・ピイ

文学部歴史学科事務室

菊地悠介

公益財団法人松前国際友好財団

工学部長事務室

桐生達夫

学校法人東海大学

体育学部武道学科事務室

倉橋勇一

理事長室文書秘書課

健康科学部看護学科事務室

小暮裕明

総務部総務課

総合教育センター

後藤俊郎

経営企画室広報課

国際教育センター

小林一雄

財務部財務課

付属図書館中央図書館

佐藤隆

高等教育部

付属図書館代々木図書館

佐野一正

初等中等教育課

付属図書館高輪図書館

清悦子

望星学塾

付属図書館沼津図書館

曽田成則

東海大学

付属図書館清水図書館

曽根總雄

学長室企画課

エクステンションセンター

鶴岡靖彦

学長室企画課サテライトオフィス

出版部

中島金太郎

To-Collabo 推進室

松前記念館

中村武徳

国際部国際課

スポーツ教育センター

萩原伸介

事務部事務課

湘南学生会建学祭実行委員会

橋本敏明

事務部ファシリティ課

文化部連合会

平野悦治

事務部校友課

袋舘龍太郎

事務部業務管理課

付属第四高等学校

松尾守之

事務部沼津事務課

付属第五高等学校

松前紀男

清水事務部清水船舶運航課

付属自由ケ丘幼稚園

宮城安利

北海道事務部札幌事務課

東海大学新聞編集委員会

村井正己

入学センター入学課

村山重治

教学部湘南教務課

東海大学学園史資料センター

メールアドレス

木

厚

至沼津

至

名

東

路

道

速

高

鶴巻
温泉

国道246号線

至渋谷

小田急線

至新宿

伊勢原

東海
至小田原 大学前

東海大学
湘南キャンパス

小田
原厚
木道
路

神奈川県 平塚市 北金目４-１-１
東海大学 湘南キャンパス ５号館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 5250 ～ 5253
ホームページ
http://www.u-tokai.ac.jp/shiryo_center/

順不同・敬称略

５号館２階

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 25 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 10 分

至秦野

◉ 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３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 10 分

県道平塚秦野線

至厚
木

〒 259-1292

通信工学同窓会

平塚I.C

至平塚

金目川
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