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学園史ニュース

❖ 実験実習棟と研究実験館 ❖
上の写真は湘南キャンパス南門そば、現在の「ものつくり館」、
当時は「円形食堂」と呼ばれていた建物付近から撮られた 1 枚。
「研
究実験館」の向こうに２号館、３号館が見える。
中段の写真は湘南キャンパスを南東側から俯瞰したもの。４
号館が建設中なので、撮影時期は 1967 年と推測できる。下方に
並ぶ建物群のうち、右の列が「実験実習棟」。奥から通称１棟、
最も手前が５棟。水色の屋根の３棟、４棟、５棟の跡地に現在、
12 号館が建っている。中央と左の列は「研究実験館」。中央奥か
ら通称Ａ館、手前にＤ館。左の列は奥のＥ館と手前のＨ館が先に
建ち、Ｆ館とＧ館は後に建設されたと分かる。
下の写真は 2014 年５月の撮影。研究実験館の間に南から９号
館、16 号館、17 号館が建っている。
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学校法人東海大学学園史資料センターは 2017 年７月
10 日より、湘南キャンパス５号館から同・研究実験館
Ｇ館へと仮移転している。移動距離は150m 程度、徒歩
２、３分の間隔にすぎない。2018 年３月上旬までの約

◉湘南キャンパスを南西から

８カ月間という期限つきであり、新年度は５号館で迎え

俯瞰した写真（2014 年５月
撮影）。緑のマーカーが同窓

る予定である。逆説的には、だからこそ記録しておかね

会館（現存せず）。黄が５号館、
赤がＧ館、青が収蔵庫（旧第

ばならない。ここに仮移転までの経緯と現状を記す。

2 水理実験室）

（構成：中西祐悟）

なった同窓会館だったが、老朽化に伴い

同窓会館から５号館へ

▲同窓会館の取り壊し工事は
2015 年 12 月、 内 装 の 撤 去
から始まり、2016 年１月か
ら重機を用いた建物の解体が
始まった。写真は２月４日、
北側から撮影したもの

取り壊されることとなった。資料センタ

学園史資料センターは学校法人東海大

ーは 2015 年 10 月５日付で、事務室、保

学の歴史を記す資料を収集、整理、保管、

管庫（温湿度管理あり）等を湘南キャン

活用することを目的に 2003 年４月１日、

パス内の５号館に、収蔵庫（温湿度管理

代々木キャンパス（東京都渋谷区）で開

なし）を旧第２水理実験室に、それぞれ

設した。同年７月に湘南キャンパス（神

移転。これを期に５号館に展示室を設

奈川県平塚市）に移転し、同窓会館に事

け、新たなスタートを切ることとなった

務室と収蔵庫を構え、その活動を本格化

（移転から半年ほどは展示の企画と準備
に費やし、実際に展示室が開室したのは

させた。
以来十数年間、資料センターの拠点と

2016 年３月 24 日から）。

学園史資料センター
第１期湘南キャンパス５号館時代
（2015 年 10 月～ 2017 年７月）
◀３階

▼２階

学園史資料センターは 2015 年 10 月
５日から、湘南キャンパス５号館に移
転した。２階に事務室と展示室、１階
に保管庫（１～３の計３室、温湿度管
理あり）、３階に作業室、資料室、年
史編纂室が置かれた。2017 年７月 10
日にＧ館へ仮移転するまでのこの期間
を、便宜上「第１期５号館時代」と呼
んでいる（2018 年３月からは「第２
期５号館時代」となる予定）

①
②

▼１階

③

①

①
１ ②
③

02

事務室
展示室

90.00㎡
45.00㎡

保管庫１ 56.25㎡
保管庫２ 47.25㎡
保管庫３ 44.50㎡

①

②

③

①
２
②

②

階 №
名称
面積
①
作業室 22.25㎡
３ ②
資料室 90.00㎡
③ 年史編纂室 45.00㎡

◀５号館２階の展示室
（上図②）。展示会開催期
間は【2016 年３月 24 日
～９月 30 日】、
【2016 年
10月 24日 ～ 2017年３月
31日】、
【2017年４月２日
～５月 31日】だった
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上水ポンプ小屋

出版課
倉庫

学園史資料センター
倉庫（収蔵庫）

教学課
倉庫

194㎡

194㎡

98㎡

実験実習棟 ２棟

移転後 1 年、再移転の噂
５号館に移転してちょうど１年が経っ
た 2016 年の 10 月初旬、気になる噂が飛
び込んできた。かつて資料センターと同
様に代々木から湘南・同窓会館に移転し、

スタッフは 2016 年 10 月 24 日から始ま
る企画展第２弾の準備、建学 75 周年記
念誌の編集作業に打ち込んだ。

本移転ではなく、仮移転
展示替えが完了し、新たな企画展がス

５号館（３階）への引っ越しも同時期に

タートした２日後、10 月 26 日に施設管

していた出版部出版課が、またも移転す

理課から移転に関する正式な通達が出さ

る、という噂である。聞けば、2018 年

れた。「５号館改修工事を 2017 年６月か

４月に開設される予定の健康学部が、湘

ら 2018 年２月にかけて実施する。この

南５号館の３階を拠点とする計画がある

間、資料センターの事務室等は『仮移転』

とのこと。移転時期は 2016 年度内とも

を」という内容だった。改修工事に伴い、

ささやかれていた。

騒音や臭気が生じるため、５号館にいて

資料センターも５号館３階に３室、部

は業務に支障を来すという。移転の対象

屋を有している。そこも遅かれ早かれ、

は２階にある事務室と展示室、３階にあ

移転の対象となるのではないか？ ２階

る資料室、作業室、年史編纂室。１階の

の事務室は移転しなくて済むだろうか？

保管庫３室は対象外だが、室内で棚や物

一抹の不安を抱えたまま、資料センター

品を移動させる必要が生じる可能性があ

▲ 2015 年 10 月 か ら、 出 版
課、教学課と共用している倉
庫（収蔵庫）の平面図。それ
まで「第２水理実験室」とし
て使われていた施設を改修し
たもの。実験実習棟２棟の付
帯施設という位置付けで、南
側に隣接する同棟には現在も
「第１水理実験室」がある

▲共用倉庫（収蔵庫）正面（西
側）、出入口の様子。向かっ
て右に隣接しているのが実験
実習棟２棟

▼青いマークを付したのが倉
庫（ 収 蔵 庫 ）。 手 前（ 南 側 ）
が実験実習棟２棟、収蔵庫を
挟む形で奥（北側）に実験実
習棟１棟が位置している。さ
らに奥が 2014 年３月竣工の
18 号館

▼収蔵庫内部。棚のない空間にも段ボール箱
を積み上げている。建物の構造上、外気が流
入するため温湿度管理ができない。箱はもと
より、中に入れた資料の劣化が懸念される
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る、とのことだった。また、移転先は研

年度は学園にとって建学 75 周年にあた

究実験館のいずれかで、この時点では決

り、その記念誌の編纂事務局を務める資

まっていなかった。

料センターにとって多忙を極める年だ。

研 究 実 験 館 に 現 在 入 居 中 の 組 織 が、

▲仮移転の正式な通達が届い
た 2016 年 10 月 26 日 に は、
東海大学七十五年史編集委員
会の会合も開かれた。会場は
湘南５号館３階の教育開発研
究センター共同研究室２。通
常、委員会で借用していたこ
の部屋も、改修工事に伴い使
用不可となることが決まった

11 月１日の建学記念日には『図録

東

2017 年３月に竣工予定の 19 号館に移る。

海大学 75 年』（以下『図録』）を刊行す

研究実験館が空いてからクリーニングを

るという至上業務がある。まさか「移転

行い、５号館に入居している組織の移転

作業に追われて『図録』は間に合わなか

を６月に開始する、という段取りだ。

った」というわけにはいかない。

それにつけても「仮移転」である。５

4

4

4

「ここ一番で仮移転 だって？
4

4

そうい
4

4

号館の改修が終われば、また５号館に戻

えば『CoCo 壱番屋』ってカリー店 があ

るということだ。2017 年度内に引っ越

ったな」―誰かがつぶやいた駄じゃれ

しを２回するという計画は、資料センタ

が、冷え込んでいた資料センターの空気

ーのスタッフを一様に戸惑わせた。2017

をいっそう凍えさせた。

進む２つのカウントダウン。75 周年と仮移転
2016年11月～12月
2016 年 11 月、建学祭のにぎわいが引
いたキャンパスに、入れ替わるようにし
て冬が訪れる。日ごとに下がる気温が、
▲ 2016 年 11 月 10 日、５号
館２階の資料センター展示室
をリッキーが訪問。
『学園史
ニュース』第 11 号の取材依
頼に応じてくれた

建学 75 周年に向けたカウントダウンの
進行を告げていた。
学園がインターネット上で展開した建
学 75 周年特設サイトでは、記念日を１
年後に控えてコンテンツの充実が図られ
た。
「今日は何の日～あの日の TOKAI」
と題されたコーナーは、75 年に及ぼう
という学園の歴史の中で、この日付には

▲ 2016 年 11 月 22 日、
『図
録 東海大学 75 年』に添え
る CD「 建 学 の 歌 」
「東海大
学校歌」を収録

どのような出来事があったのかを紹介す
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2017年１月～３月

るという企画。毎月 10 件ほど追加掲載

2017 年が明けると、もう一つのカウ

される紹介記事の校正を、資料センター

ントダウン、『図録』の編集作業が本格

が担当した。１件ごとの記事は短くても、

化した。11 月１日付で同誌を刊行する

校正の気は抜けない。これが向こう１年

ための大前提として、大まかな構成案や

以上続いていく。じわじわとボディブロ

誌面レイアウトを、３月下旬の常務理事

ーのように身にこたえる作業となった。

会に諮り、承認を得る必要がある。それ

このほか 2016 年末に向けて、資料セ

にはまず、七十五年史編集委員会として

ンターが毎年発行している機関誌『東海

の素案を固め、建学 75 周年記念誌編纂

大学学園史ニュース』第 11 号の編集作

委員会、同記念事業委員会、常務理事会

業や、
『図録』に添付する東海大学吹奏

と、段階を追って了承を得ていかねばな

楽研究会の演奏収録なども行った。

らない。

目まぐるしく過ぎていく師走の日々。
▲当時は湘南キャンパスへ続
く
「東海大学近道商店街」
、坂
の途中のエスカレーター設置
・階段改修工事も進行中だっ
た
（2016 年 12月３日撮影）

▲建学75周年特設サイト
（URL= http://www.75th.
tokai.ac.jp/）内のコンテンツ、
「今日は何の日～あの
日のTOKAI」の画面。カレンダー上のT-WAVE をク
リックすると、過去のその日付について、学園にまつ
わるエピソードの紹介記事が表示される

スケジュールを逆算していくと、時間

12 月の時点で仮移転についての進展が

の余裕はほとんどなかった。出版課の仲

あった。事務室等の移動先がＧ館２階と

介で、デザイナーの岸和泉氏（東海大学

なる見通しである、との情報が施設管理

教養学部芸術学科卒業生）と初顔合わせ

課からもたらされた。

をしたのが１月 10 日。同月末にこれま
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でに蓄積してきた素材を『図録』用に整

から少しずつでも手をつけていかなけれ

え岸氏に提出、２月中に岸氏から誌面サ

ば間に合わない。仮移転まで残り半年を

ンプルの提案を受ける工程が組まれた。

切っていた。

略年表の作成、写真の選定、説明文の

１月 23 日に行われた施設管理課との

執筆など、連日、ハードな作業が続いた。

打ち合わせでは、改修工事中、５号館に

工程表どおりに作業を進めることができ

はなるべく立ち入らないように、との要

たのは、担当者の努力はもちろん、周囲

請が伝えられた。事務室、資料室、作業

の協力があってこそである。

室、年史編纂室の４室にある物品は、棚

１月 30 日、岸氏への第 1 次入稿を終

も資料もすべて移動させること、残る展

えてすぐ、２月に入ると仮移転に向けた

示室についても、特に石膏模型などの貴

荷作りが始まった。まずは配架資料をひ

重品は５号館に置いたままにはできない

もで括り、段ボール箱に詰めていく。前

ため、Ｇ館に移動させることとなった。

回（2015 年 10 月）の移転で動かした荷

３月には仮移転先に内定したＧ館２階

物は、事務室関係だけで約 1,500 箱にの

における部屋割りの検討を開始。事務室

ぼった。今回の仮移転でその数を下回る

や年史編纂室等の居室は東側に集約させ

ということはないだろう。できるところ

ることとなった。

くく
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▲ 2017 年２月、湘南キャン
パス中央通りに建学 75 周年
をアピールする垂れ幕が登場

せっこう

▲２月には毎年恒例、文学部
歴史学科日本史学専攻のウイ
ンターセッション「史料管理
学演習」をサポート。資料セ
ンターのスタッフも学生に古
文書の読み方等をレクチャー

図録は校正へシフト、仮移転は土壇場でサプライズ
2017年４月～６月

ざまな写真が学園内外から寄せられた。
５月 22 日の第２次入稿では、９割方の

新年度に入り、４月２日から展示室で

素材を入稿することができ、６月９日に

「キャンパスの記憶―湘南キャンパスの

は初校ゲラを受領。作業は素材集めから

歴史―」と題した企画展をスタートさせ

校正へとシフトしていった。

た。省力化を図り、2016 年度春学期の

仮移転に向けての準備も大詰めを迎え

企画を再び実施したものだ。期間は５月

ていた。４月 25 日の施設管理課との打

31 日までの２カ月間。６月は仮移転に

ち合わせで、移転先がＧ館２階になるこ

備えるため展示室を閉室することとなっ

とが正式に伝えられ、当初の予定から若

た。また、仮移転中はＧ館に「展示室」

干遅れが生じたものの、７月 10 日に搬

の名で部屋を設けるが、立地上来場者が

出入作業を開始することが決定した。

見込めないため、閉室することとした。

仮移転まで１カ月を切った６月 22 日

『図録』については、１月末の第１次

の打ち合わせでサプライズは起きた。そ

入稿以降も引き続き写真素材の収集を続

れまで、５号館１階の保管庫３室内の資

けていた。学園の特徴的な教育と研究、

料については、仮移転期間中もＧ館には

初等中等教育機関の取り組み、地域連携

移さない予定だった。それが一転、すべ

や国際交流、活躍する卒業生など、さま

てを移動させることになったのである。

▲３月、『東海大学七十五年
史』編纂に向けて、阿蘇キャ
ンパスを視察。前年の熊本地
震で生じた地割れの上に、雪
が舞い降りる

▲３月、仮移転先に内定した
Ｇ館２階の部屋を下見

その数、およそ 1,500 箱。急
きょ箱詰め、ラベル貼付と、
スタッフは対応に奔走する
ことになった。
Ｇ館における各室内のレイ
アウトが決まったのは、移転
直前、７月に入ってからだった。

▲６月、静岡にある短期大学
部児童教育学科の坂本雅子教
授にインタビュー。
『七十五
年史編纂だより』第４号のた
めの取材だった。写真は静岡
校舎の工芸室内、窯の前で

◀ 2017 年７月 10 日、湘南キャンパスＧ館へ荷
物を搬入する引っ越し業者のスタッフ。トラック
から運び出された荷物はスロープを使って、次々
と２階へと上げられていった
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仮移転中の記念誌編纂、展示、レファレンス
にまとめて置くこととした。

2017年７月～９月

▲ 10 月 31 日から 11 月３日
にかけて、湘南４号館１階で
特別展示を実施。学園建学
75 周年を記念し、その歴史
を振り返る内容とした

それでも、レファレンスは待ってくれ

事務机の配置や電話回線の接続は７月

ない。デジタル化の済んでいない写真や

10 日のうちに、コンピューターのネッ

書籍の複写申請があれば、段ボール箱を

トワークは 11 日に整い、事務室の機能

ひっくり返しての捜索作業が始まった。

はＧ館へと移転した。事務室まわり、年

『図録』は校正の真っ最中。盛夏の踏

史編纂室における各種資料の配架作業は

ん張り所、汗をかいた場所がＧ館、仮移

数日中のうちに完了した。

転期間中だったことが後々、いい思い出

しかし、８カ月後に５号館へ戻る―

になると信じたい。９月 19 日には常務

再び移転作業をする ―ことを考えれ

理事会の承認が得られ、校了へ向けてラ

ば、荷解きは必要最小限に留めたい。資

ストスパートを切ることとなった。

料を詰めた段ボール箱は保管庫、資料室
にそのまま並べ、５号館で使用していた
書架類は使わず、
「オープンスペース」

2017年10月～12月
学園建学 75 周年にあわせ、資料セン

学園史資料センター

部屋の名称 面積
合計
事務室① 45.00㎡
90.00㎡
事務室② 45.00㎡

材料科学科

技術支援

予備倉庫

保管庫③

保管庫②‐２

作業室

展示室

展示室 22.50㎡
作業室 22.50㎡ 135.00㎡
ｵｰﾌﾟﾝｽﾍﾟｰｽ 90.00㎡

保管庫①

2017年７月～ 2018 年３月（予定）
▲ 11 月１日付で発行した
「東
海大学湘南キャンパス散策
マップ」
（改訂版）
。A5 判で
折りたたみ式。キャンパス内
のさまざまなモニュメントの
来歴などを紹介している

保管庫②‐１

湘南キャンパスＧ館
（仮移転）時代

オープ
スペー

年史編纂室 45.00㎡ 45.00㎡

▲ 11 月４日には東京・霞が
関の校友会館で建学 75 周年
記念祝賀会が開催された。会
場の展示を資料センターが担
当。松前達郎総長も往時を振
り返った

保管庫①
保管庫②‐1
保管庫②‐2
保管庫③
予備倉庫
資料室①
資料室②
資料室③
資料室④

67.50㎡
22.50㎡
45.00㎡
67.50㎡
22.50㎡ 315.00㎡
22.50㎡
22.50㎡
22.50㎡
22.50㎡

湘南キャンパス５号館の改修工事に
伴い、学園史資料センターの事務室
等は 2017 年７月 10 日からＧ館２
階へ仮移転している。2018 年３月
上旬に再び５号館に戻る予定。なお、
仮移転期間中も倉庫（収蔵庫）につ
いては旧第２水理実験室をそのまま
利用している

◀南側・西端の部屋は
「
示室」と名が付いてい
が、立地上集客が見込
ないため一般向けの開
をやめ、展示資材の置
場となっている

▶作業室。写真パネ
作成などをここで
大判プリンターや各
像機材のほか、刊行
在庫等が置かれてい

◉学園史資料センター 所有面積の変遷（湘南のみ、2018 年3 月以降は見込み）
▼用途

利用時期▶ 2003.7 ～ 2015.10～ 2017.7 ～ 2018.3 ～
建物名称▶ 同窓会館 ５号館
Ｇ館
５号館

事務室
展示室
事務室関係
その他
年史編纂室 年史編纂室

108.00㎡ 90.00㎡ 90.00㎡
―
45.00㎡
―
210.00㎡ 112.25㎡ 135.00㎡
合計 318.00㎡ 247.25㎡ 225.00㎡
36.00㎡

45.00㎡

45.00㎡

90.00㎡
45.00㎡

45.00㎡

温湿度管理あり 171.00㎡ 148.00㎡ 315.00㎡
温湿度管理なし 57.00㎡ 194.00㎡ 194.00㎡ 194.00㎡ ◀水色で示した「2015 年 10 月以降」
収蔵庫関係
「温湿度管理なし」のスペースはい
前室
482.00㎡
―
―
ずれも共用倉庫（旧第２水理実験室）
合計 710.00㎡ 342.00㎡ 509.00㎡
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▲ 2017 年７月に始まった湘南キャ
ンパス５号館の改修工事は、2018
年２月末に完了する見通し。この間
は囲いが設けられ、工事関係者以外
の入館は不可となった

祝賀会は昼の部と夕方の部、ともに立ち

は展示会。学園建学からの歴史を振り

会い、来場者からの展示内容に関する質

返る内容とし、
『図録』で使用した 338

問に対応。閉会後、来場者の退出と同時

点の写真の中から 45 点を厳選、パネル

に撤収作業を実施した。

に加工。10 月 31 日から 11 月３日まで、

10 月 10 日に校了していた『図録』は、

湘南キャンパス４号館１階通路に掲示し

この祝賀会の来場者に記念品として配布

た。

された。資料センターにとって、恐らく

もう一つは「湘南キャンパス散策マッ
プ」の発行。2016 年 11 月に発行したマ
ップの情報を更新し、上述の展示会場等
で配布した。
11 月３日夕方、湘南での展示撤収後、

2018.1.31

▲ 12 月、恒例のクリスマス
イルミネーションが湘南キャ
ンパスを彩る

開設以来一番慌ただしい秋が、心地よい
疲労感とともに過ぎていった。

2018年１月～
梅雨時に始まった仮移転期間は、夏の

写真パネル群を直ちに梱包し、東京・霞

盛りと秋を越え、厳冬を迎えていた。Ｇ

が関の校友会館に向けて搬出。翌４日、

館２階の事務室１は床から天井までが約

建学 75 周年記念祝賀会の会場で再度展

3 . 5 ｍと高く、室内がなかなか暖まらない

示を行った。午前のうちに設営を終え、

という悩みもあった（事務室２は天井↙

▲５号館の改修工事期間中、
七十五年史編集委員会は主に
Ｆ館２階の教育開発研究セン
ター共同会議室を会場に開
催 。 写 真 は 2017年12月20日
撮影

資料室４

資料室３

資料室２

事務室１

事務室２

年史編纂室

プン
ース

ターでも記念行事を企画していた。一つ

資料室１

援課倉庫
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▲資料室（写真は３と４）。同じ広さ
の 4 部屋が北側に並ぶ。24 時間温湿
度を管理。棚がないため、段ボール箱
を積み上げる数を制限している

▲事務室２。スタッフ６名分の
机がある。一部壁が撤去できな
かったため、やむなくロッカー
室として使用している

▲事務室１。スタッフ５名分
の机がある。ミーティング用
のテーブルを設置。事務室２
と通じるドアがある

は「展
いる
込め
開室
置き

ネルの
で行う。
各種映
行物の
いる

▲保管庫（写真は③）
。24 時間温湿度
を管理している。以前は工学部の実験
室として使用されていたため、パイプ
などの名残が随所に見られる

▲オープンスペース。各部屋に入りき
らなかった書架などが置かれている。
廊下から仕切りなしで続いている。以
前は学生実験室として使用されていた

▲年史編纂室。『東海大学七十五年史』
編集委員会のメンバーのうち、
「通史
編」を執筆する執筆委員が詰めて作業
を行う。学園の刊行物や年史類を配架

周年記念誌の編纂についても進行中だ。

↘高 2 . 8 ｍ）
。
年明けの前後から、５号館への再移転

『図録』を校了した後も、2018 年 11 月

に関して施設管理課との打ち合わせが行

の『東海大学七十五年史

通史編』、『同

われるようになった。移転時期は３月上

部局編』刊行に向け、編纂作業を進めて

旬をめどに調整中である。昨夏から積ん

いる。

だまま開封しなかった段ボール箱も劣化

『七十五年史』には記されない、仮移

が進み、大半は中身を入れ替える必要が

転という資料センターの試練。しかし、

ありそうだ。もうすぐ、また、ひも括 りと

これを乗り越えて紡ぐ学園史はきっと、

箱詰めに追われる日々がやってくる。

より重みと厚みを増したものになる。ス

くく

もう一つのカウントダウン、建学 75

タッフ一同、そう確信している。

▲改修工事の進む５号館。外
壁に施され、特徴的だった波
形の模様も、改修後は見られ
なくなるという

★
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東海大学学園史ニュース
1 年ぶりのこんにちは！ 学園のさまざまな制服の変遷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る、まさに二兎を追う Tokai Fashion Club。今回
は東京都港区の「東海大学付属高輪台高等学校」を訪問しました。開校は 1944 年、な
んと 70 年以上の歴史を誇ります。当初は男子校でしたが、1998 年度から男女共学と
なりました。2007 年 4 月には一貫教育を強化するために、中等部が開設されています。
制服に関する重要項目は４つ。テストに出るかも？「T.F.C」第 7 回、いきま～す !!

7th meeting ＠ 付属高輪台高等学校・中等部
学園史編纂員 徳原 彩恵
◀学校指定の通学バッグ、通称
「東海バッグ」。校名とカモメが
前面に押し出されています。日
本有数のバッグメーカー、エー
ス 株 式 会 社 が 1968 年 に 発 売、
70 年代にかけて流行した「マジソンバッグ」と
呼ばれるタイプで、同社製の正規品。縦 25（持ち手含まず）×
横 45 ×幅 20cm、空の状態での重さは１kg 弱と大きくてかさ
ばるため、通学電車やバス車内では大迷惑、教室内でも置
き場に困ったそうな……。流行が「１周
回って」今、カッコイイ！
◀Ｙシャツの胸ポ
ケットにはカモメ
の刺しゅう

Ⅱ

壱

高輪台高校の源流は、1944 年に開校した「電気通信工業学校」と「電
波工業学校」の２校で、ともに男子校でした。1944 年 11 月にそれぞ
れの学校を運営していた法人が合併、1945 年８月に学校同士が合併
し
「東海工業学校」
となります。その後、数度の校名変更を経て 1968 年 4 月、
「東
海大学高輪台高等学校」と改称します。その間ずぅぅっと男子校。制服はオー
ソドックスな黒の詰め襟タイプでした。５つの金ボタン、袖口には２つボタン
が着きます。襟元には校章とクラス章を着けていたようです。当初は帽子も着
用していたようですが、残念ながら廃止時期など詳細は不明です。上の写真は
1984 年度の学校案内に掲載されたもの……。時代を感じますね。

4

▶ 90 年代の指定バッグは手提
げと肩掛けの２ウェイ仕様。ブ
レザーと同じ「ＴＴ」がワン
ポイント。これ以降、指定
バッグは廃止されました

③

1998 年度から男女共学校へ移行。
そのため、女子の制服の制定が必
要となりました。検討は 1995 年
５月より始まり、決定したのは 1997 年３月。
これを機に、男子の制服も若干の変更が。そ
の後の約 20 年間も、細かなマイナーチェン
ジを繰り返して今に至っています。2017 年
度現在の制服のディテールは、右ページで解
説します。

◀ブレザー左胸に
「ＴＴ」の刺しゅ
う。襟はピークドラ
ペル。この辺りにも
時代を感じます

▼正スカートは無地の紺色。正面
のみプリーツが施されておらず、
「ふんどしスカート」と呼ぶ生徒
もいたとか。当初はブレザー、ス
カートと共生地のベストもありま
したが、着用者の減少を受けて廃
止されました

▼左胸のポケットにエン
ブ レ ム が 登 場。「 Ｔ Ｔ 」
を冠と木の葉が囲むデ
ザ イ ン。 開 校 年 で あ る
「SINCE1944」も表記
▲ブレザーの前面・腰の
部分にある左右のポケッ
トは当初、別布を貼り付
けた「パッチポケット」
でした。さらに言えばフ
タ付きなので「パッチア
ンドフラップポケット」
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4

1990 年 4 月 か ら「 東 海 大 学 付 属 高
輪台高等学校」と校名が変更されま
した。同時に制服もブレザータイプ
へと変更！ 左胸のポケットには「ＴＴ」（Tokai
Takanawadai）と筆記体で刺しゅうされています。
都会的で、大人の雰囲気が漂う制服となりました。

※イメージ図
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◀ネクタイはエンジ、紺、ゴー
ルドの３色。男女ともエンジ
が「正制服」で、生徒全員が
持っている指定購入品。正装
時（入学式や卒業式などの式
典、朝礼の際）に着用する。
他の２色はオプションで、希
望者のみ購入。いずれもさり

▲ 2011 年 度 入 学 生 か ら、

げなく「T-WAVE」があしら

ひと回り小ぶりのエンブレ

われている

ムに。「T-WAVE」があしら
われ、素材も布からビニー
ルに

▶控えめな大きさのリボンは
紺とゴールドの２色。近年は
ネクタイに押され、人気が下
降中とのうわさも

◀ワイシャツ／ブラウスともブ
ルーがサブアイテム（中等部女
子は着用不可）
。ニットのベス
ト、セーターともに白と紺の２
色があり、男女・中高共通のサ
ブアイテム

▲正装時のスラックスはヘリ
ンボーン柄。▼サブはグレン
チェック柄。夏と冬で生地は
異なるが柄は同一

◀ブレザーのボタンは金色
で、 中 央 の「T-WAVE」 を、
「TA K A N A W A D A I T O K A I
UNIV.」の文字で囲んでいる。
男女ともに二つボタン。袖口
のボタンは同一柄のサイズ違
い。中高共通です
高校
ネクタイ セーター
▲以前のブレザーは以前は「ず
ブラウス
スカート
計
女子
・リボン ・ベスト
ん胴」型でしたが、ウエスト
冬
２
５
５
２
100 通り を絞るなどの改良が加わって
夏
２
６
５
２
120 通り
います。襟には校章をつけま
2007 年 4 月に開設された中等部
す（学年色＝ 2017 年度は１年生が赤、２年生が緑、３年生が青の別あり）
。
の制服も、高校同様、男女とも
正装時のソックスは男子が白、女子は指定購入品の紺色（T-WAVE
にブレザースタイルが採用され
柄のワンポイント）を着用。正装のスカートは 20 本・車ひだの
ています。全身写真が正装で、スカートは紺の無地です。
紺無地です。上の表は女子制服の組み合わせバリエーション
エンブレムはビニール素材を採用。のちに高校も採れ入
数。セーターとベストはそれぞれ白と紺の２色があり、
着
れます。洗濯時の利便性がアップ！
用しないパターンも含めて５つの選択肢があり
ます。ネクタイとリボンは計５種類ですが、夏
は 外 す 選 択 肢 も あ る た め ６ 通 り。 す べ て を
掛け合わせると冬は 100 通り、
夏は 120 通りと
なります

Fｏｕｒ

▲男女とも正装は紺×エンジのネク
タイ（左）。サブが紺×ピンク（右）。
▼同柄のリボンもある（希望購入品）

▲冬サブスカート
▶夏正スカート
▼夏サブスカート
▲女子のサブブラウス
はピンク色。高校女子
は着られません

◀サブスラックスの
柄は夏・冬ともグ
レンチェック。高
校とは若干、柄が
異なります。正
スラックスは
高校と同一柄です

❖ 7th meeting を終えて❖
いつにも増して情報過多、ごちゃごちゃした
▲夏の正スカート
▶サブスカートは
夏と冬で生地は違
うが同一柄

誌面となりました。約 20 年間、大きな改訂の
ない高輪台の制服ですが、生徒や保護者の意
見を反映し、微調整を繰り返してきました。ご
多忙の中、丁寧にレクチャーしてくださった校
長・片桐知己治先生に Special Thanks です！
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東海大学学園史ニュース

学園史資料センター
建学 75周年記念誌の第１弾
『図録 東海大学 75 年』が刊行

Information
同月４日に建学 75 周年記念祝賀会（於：東京都千代
田区・東海大学校友会館）で出席者に配布されました。
同誌は A4 判オールカラーで本文 78 ページ。写真

学校法人東海大学は 2017 年、建学 75 周年を迎えま

を中心とした構成で、建学 75 周年記念事業で整備さ

した。学園史資料センターは記念誌を編纂する「東海

れた各種施設・設備のほか、学園の特徴的な教育・研

大学七十五年史編集委員会」の事務局を務めています。

究活動などを紹介しています。

11 月１日付で『図録

東海大学 75 年』が刊行され、

建 学 75 周 年 記 念 誌 と し て は さ ら に、『 東 海 大 学
七十五年史

通史編』、
『同

部局編』

が 2018 年 11 月１日に刊行予定です。
引き続き学園史資料センターが事務
局として編纂作業を進めていきま
す。
◀左から『図録 東海大学 75 年』の表紙と、冊子
を開いた状態。別冊資料として松前達郎総長講話録
『東海大学建学の思想とその源泉』、さらに東海大学
吹奏楽研究会（湘南）が演奏した「建学の歌」「東
海大学校歌」を収録した CD がセットされている

◀建学 75 周年記念祝賀会の出席者に
は『図録 東海大学 75 年』の冊子と
ともに、農学部と地元熊本の農園が共
同開発したジャム（イチゴとブルーベ
リーの２種セット）が、特製バッグに
入れて配布された

建学 75 周年記念祝賀会の会場で
学園の歴史を振り返る展示を実施
建学 75 周年を記念した展示会
湘南キャンパス４号館で開催
学園史資料センターでは学園の建学 75 周年記念行

会館で開催された学園の建学 75 周年記念祝賀会を、
学園史資料センターも展示活動でサポートしました。

事の一環として、2017 年 10 月 31 日から 11 月３日に

前日まで湘南キャンパスで掲示していた写真パネル

かけて、
「東海大学 75 年

45 点に加えて、往年のポスターや物品を展示。学園

写真から見る 75 年の歩み」

と題した展示会を開催しました。東海大学湘南キャン

の 75 年の歩みを振り返る内容に、多数の来場者がそ

パス４号館１階の中央通路を会場とし、東側の壁面沿

れぞれの時代を懐かしむように、見入っていました。

いに写真パネルを 45 点掲示しました。
４号館は教職員の往来が多く、また学外の利用者も
多数訪れます。建学祭期間中ということもあり、さま
ざまな人に対して学園の歴史をアピールする機会とな
りました。
この他、学園史資料センターでは学園建学 75 周年
記念行事として
「東海大学湘南キャンパス散策マップ」
を 2017 年 11 月１日付で発行（2016 年に作成したも
のを一部改訂）
。展示会会場等で配布しました。
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学園史資料センター日録（抄録）
15日 「現代文明論」講義補助（於：神奈川

15日 『東海大学七十五年史編纂だより』第

県平塚市・東海大学湘南キャンパス、以
後４月 18 日、同 21 日、９月 29 日）
20日

第 18 回東海大学七十五年史編集委員

３号発行

エクステンションセンター「社会教育・

展示会図録『キャンパスの記憶―湘南
全国大学史資料協議会（大学史協）東

察受け入れ
第 15 回東海大学七十五年史執筆委員
神奈川県資料室研究会（神資研）平

31 日

26 日

大学史協東日本部会 2016 年度総会・

第 20 回東海大学七十五年史編集委員

会・第 16 回研究会（於：東京都武蔵野市・

16日

神資研例会参加（於：東京都町田市・

玉川大学教育学術情報図書館）
28日

【10 月】
／東日本部会第 159 回、160 回幹事会・
第 101 回研究会参加（～８日、於：広島

第 12 回東海大学関東甲信越静岡ブロッ

県東広島市・広島大学東広島キャンパス）
東海大学付属福岡高等学校 50 周年記

８日

生と英世学園の歴史を訪ねて」参加（～
30 日、於：福島県耶麻郡・天鏡閣ほか

念式典参加（於：福岡県宗像市・同校）
14 日

猪苗代湖周辺）
【６月】

東洋大学白山キャンパス）
【２月】
神奈川県横浜市）

東海大学付属市原望洋高等学校資料
学園史資料センター主催展示会「先

全史料協関東部会第 289 回例会参加

３日

（於：東京都目黒区・東京工業大学大岡
山キャンパス）
17 日

神資研例会参加（於：東京都港区・ジェ

トロ ･ ビジネスライブラリー）
23 日

東海大学福岡短期大学資料調査作業

（～ 24 日）
【３月】
第 23 回東海大学七十五年史編集委員

１日

調査収集作業（於：千葉県市原市・同校）
24 日

神奈川大学大学資料編纂室を視察（於：

１日

大学史協 2016 年度総会・全国研究会

６日

大学史協東日本部会第 162 回幹事会・

第 103 回研究会参加（於：東京都文京区・

第 17 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 19 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）
26 日

業（於：静岡県静岡市）

区・東京農業大学世田谷キャンパス）
ク連合白鷗会国内視察旅行「松前重義先

11日

東海大学総合資料センター資料整理作

７日

第 156 回幹事会参加（於：東京都世田谷

29 日

【2017 年１月】

学校法人東海大学望星学塾）
【９月】

成 28 年度総会・特別講演会参加（於：
神奈川県川崎市・県立川崎図書館）

第 22 回東海大学七十五年史編集委員

７日

25 日 『東海大学学園史ニュース』№ 11 発行

会（於：東海大学湘南キャンパス）
20 日

印刷博物館）

県相模原市・ユニコムプラザさがみはら）

【５月】
18 日

第 102 回研究会参加（於：東京都文京区・

会（於：東海大学湘南キャンパス）

都千代田区・明治大学駿河台キャンパス）
神奈川大学大学史資料編纂室から視

大学史協東日本部会第 161 回幹事会・

１日

生涯学習」合同研修会参加（於：神奈川

日本部会第 155 回幹事会参加（於：東京

26 日

【12 月】

学校法人東海大学望星学塾・東海大学

４日

キャンパスの歴史―』発行
21日

集整理作業（～ 18 日、於：熊本県熊本市）

【８月】

会（於：東海大学湘南キャンパス）
20日

2016 年 4 月～ 2017 年 3 月

市・帝京大学八王子キャンパス）

【2016 年４月】

2018.1.31

会（於：東海大学湘南キャンパス）
第５回学校法人東海大学建学 75 周年

７日

全国歴史資料保存利用機関連絡協議会

駆けであること。―東海大学の歩み―」

記念誌編纂委員会（於：東海大学代々木

（全史料協）関東部会平成 28 年度総会参

開始（～ 2017 年３月 31 日、於：東海大

キャンパスほか＝テレビ会議）

３日

加（於：神奈川県川崎市・ミューザ川崎）
13日

学湘南キャンパス 5 号館学園史資料セン

第４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

ター展示室）
26日

大学代々木キャンパスほか＝テレビ会議）
15日

第 19 回東海大学七十五年史編集委員

会・第 15 回研究会（於：東海大学湘南キャ

【11 月】
１日 「東海大学湘南キャンパス散策マップ」

ンパス）
22日

東海大学福岡短期大学、東海大学付

発行
茨城県立医療大学（資料収蔵室）を視

３日

属福岡高等学校、東海大学付属自由ケ丘
幼稚園資料調査収集整理作業（～ 24 日、

察（於：茨城県稲敷郡）

於：福岡県宗像市）
27日

東海大学札幌キャンパス資料調査収

集整理作業（～ 29 日、於：北海道札幌市）
【７月】
６日

第 16 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）
14日

大学史協東日本部会第 157 回幹事会・

第 100 回研究会参加（於：東京都八王子

淑徳大学アーカイブズを視察（於：千

４日

葉県千葉市）
第 18 回東海大学七十五年史執筆委員

９日

会（於：東海大学湘南キャンパス）
10 日

全史料協第 42 回全国大会・研修会参

加（～ 11 日、於：三重県津市・三重県
男女共同参画センターフレンテみえ」、
三重県総合博物館「MieMu」）
16 日

員会（於：東海大学代々木キャンパス、

第 21 回東海大学七十五年史編集委員

会（於：東海大学湘南キャンパス）

東海大学熊本キャンパス資料調査収

第 56 回学校法人東海大学資料編纂委

７日

湘南キャンパス＝テレビ会議）
東海大学熊本キャンパス、阿蘇キャン

８日

パスにおける熊本地震被災状況調査（～
11 日、於：熊本県熊本市および阿蘇郡）
大学史協東日本部会第 163 回幹事会・

９日

第 104 回研究会参加（於：千葉県柏市・
東京大学柏キャンパス）
14 日

東海大学短期大学部、東海大学清水

キャンパス、東海大学総合資料センター
資料調査収集整理作業（～ 15 日、於：
静岡県静岡市）
24 日

第 20 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）
31日

東海大学学園史資料センター編『東

海大学資料叢書６

旧制東海大学設立認

可申請書類（下）』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

2016 年 4 月～ 2017 年 3 月

国際武道大学

伊勢原教育計画部伊勢原教学課

薄井尚

東海ウイング株式会社

教育支援センター

岡村彰浩

有限会社シイ・エム・ピイ

【個人】

柏倉英次

現代教養センターチャレンジセンター
国際教育センター

【学校法人東海大学】

柏倉定雄

監査室

課程資格教育センター

加藤卓

理事長室文書秘書課

付属図書館中央図書館

門向かおる

理事長室学園校友課

付属図書館代々木図書館

河上京子

経営企画室広報課

付属図書館高輪図書館

菊地悠介

総務部総務課

付属図書館清水図書館

佐々木徹・浜田美子

財務部財務課

エクステンションセンター

瀬水澄夫

初等中等教育部初等中等教育課

文明研究所

望星学塾

建学祭実行委員会（湘南）

曽田成則
谷卓見

吹奏楽研究会（湘南）

【東海大学】

玉巻弘光

大学運営本部高等教育室

放送研究部（湘南）

西義武

大学運営本部大学 IR 室

通信工学同窓会

藤城光

大学広報部企画広報課

電気工学会（同窓会）

松田良昭

大学広報部入試広報課

松前澄子

To-Collabo 推進室

東海大学短期大学部図書館

松前光紀

東海大学サテライトオフィス

東海大学福岡短期大学

村井正己

事務部業務管理課（印刷担当）

東海大学付属相模高等学校

山田新治郎

清水事務部清水船舶運航課

東海大学付属福岡高等学校

吉川尚

伊勢原事務部伊勢原人事課

東海大学付属市原望洋高等学校

入学センター入学課

認定こども園

教学部高輪教学課

東海大学新聞編集部

【機関・団体】
株式会社カントリーオフィス

東海大学学園史資料センター

至

名

東

路

道

速

高

鶴巻
温泉

順不同・敬称略

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
※2018年３月まで
東海大学 湘南キャンパス５号館２階 Ｇ館２階に
☎ 0463-50-2450（直通）
FAX 0463-50-2449 仮移転中
☎ 0463-58-1211（湘南キャンパス代表）内線 5250 ～ 5253
ホームページ
http://www.pr.tokai.ac.jp/gsc/
メールアドレス shiryo-center@tsc.u-tokai.ac.jp

木

厚

至沼津

東海大学付属本田記念幼稚園

５号館２階

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

マンドリンクラブOB＆OG会（湘南）

平塚I.C

至平塚

金目川
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