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❖ 幻のスタジアム、東海大学伊勢原野球場❖

　神奈川県伊勢原市にある東海大学伊勢原校舎は 1974 年度に医

学部の教育研究の舞台として開設された。1975 年２月には医学

部付属病院が開院し外来診療を開始（右下の写真が同 17 日の受

付の様子）。前後して 1973 年４月には付属本田記念幼稚園が開

園した（右の写真は同 12 日に行われた開園式・第１回入園式で、

真新しい園旗を園児らに披露する松前紀男初代園長）。さらにそ

の前、この地に野球場があったことはあまり知られていない。

　東海大学野球部はかつて、神奈川県相模原市にあった球場で練

習に励んできたが、この地を付属相模高等学校（1963 年４月開校）

が使用することになった。相模高校の後援会が中心となって当時

の中郡伊勢原町に建設したのが東海大学伊勢原野球場・合宿場で

ある。1968 年７月に着工し、1969 年８月 21 日に球場開きが行

われた（上の写真２点）。敷地面積は１万 3,000㎡。中堅 120 ｍ、

両翼 93 ｍ、7,000 名を収容する立派なスタンドを備えていた。

　しかし伊勢原は医学部が使用することとなり、1973 年３月に

は医学部棟・病院棟の工事が開始される。この地に球音が響いた

のは４年に満たないわずかな期間であった。野球部は神奈川県平

塚市土屋に新たな野球場・合宿場を構え、現在に至っている。
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　大学生としての身分を証明する、なくてはならない

学生証。東海大学の学生証には数字とアルファベット

で学生証番号が刻まれている。４年間のキャンパスラ

イフを共にした番号だけに、「卒業して数十年経った

今も諳
そら

んじられる」という先輩方も多い。そんな学生

証番号は、いつから登場し、どのような仕組みででき

ているのか。学生証そのものの変遷や、学生証番号の

重要な構成要素である「学科イニシャル」とあわせ、

その謎に迫ってみたい。　　　（構成：学園史編纂員・中西祐悟）

❶
◀航空科学専門学校の身
分証明書（生徒証）。現
住所は学校と同じ「清水
市駒越字別府」で、学生
寮に入っていたと思われ
る。開校２年目の 1944

（昭和 19）年発行のもの

❷
▶電波科学専門学校の生
徒証。1947（昭和22）年度
に卒業した生徒のもの

❸
◀旧制東海大学予科の生
徒証・身分証明書。本来

「学生証」であるべきだ
が、②を流用し、校名の
み変更したと思われる。

「昭和 23年度（1948年
度）」、「予科理科第一学
年」、「第 133號（号）」と
書かれている

学年・組・個人番号が基本
　学校法人東海大学が初めて設置した教育機関は、
1943（昭和 18）年４月に開校した航空科学専門学校
である。当初は物理科と航空科の２学科体制で、１期
生として入学したのは物理科 77 名、航空科 95 名に選
科生１名を加えた 173 名だった。
　図版❶が航空科学専門学校の身分証明書である。「№
22」「航空科」「第２学年」とあるだけで、特別な記述
は見られない。
　翌 1944（昭和 19）年４月には電波科学専門学校が
開校。電波兵器科のみの１学科、１学年定員 400 名と
いう規模だったが、戦争の激化に伴い、学徒動員がか
かるなど、大変な苦労があったようだ。図版❷が同校
の生徒証。発行年度と学年、組、個人の番号と氏名と
いう、至ってシンプルな構成となっている。
　なお、航空科学専門学校と電波科学専門学校は
1945（昭和 20）年８月、終戦に伴って統合し、東海
専門学校となった。さらに同年 10 月、東海科学専門
学校と名称を変更している。

入学年度・学科・個人番号へ
　その後、学園は 1946（昭和 21）年に旧制の東海大
学を開学させた。当時の生徒証（図版❸）には、「発
行年度」と「学部・学科」「学年」「氏名」が表記され
ているだけで、特殊な表記は見られない。
　1950（昭和 25）年に東海大学は新制大学として新
たなスタートを切ったが、戦後の混乱期とあって運営

は困難を極めた。何より、学生が集ま
らなかった。文学部に関していえば、新制東海大学と
して初めての卒業生、1952（昭和 27）年度卒業生は
わずか 16 名だった（主に旧制から新制の２年次へ編
入した者）。この数字はさらに低下し、翌 1953（昭和
28）年度の文学部卒業生は３名、1954（昭和 29）年
度は２名となっている。
　これには理由があった。学園は苦しい経営状態から
抜け出すため、1954 年度に東海大学の文学部、工学
部とも学生募集を停止し、1955（昭和 30）年１月に
本部機能と東海大学を東京都渋谷区（現在の代々木校
舎）に移転させる。その準備のため、文学部の在学生
は他大学への編入を斡旋する措置を取った。1955 年
４月からは工学部のみで授業を実施し、文学部は休眠
状態となった。文学部の学生募集・授業再開は 1958（昭
和 33）年度まで待たねばならなかった。
　このころ――1956（昭和 31）年度の学生証が図版
❹である。工学部電気工学科２年次に通っていた者の
学生証で、「№ 305」とあるのは「昭和 30 年度入学生・
個人番号５番（50 音順）」を意味すると思われる。学
校名が「東海大学工学部」と表記されているのは先述

学生証を追え！
― Chase the Stu

dent

 Identification
 Card―
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したとおり、当時文学部は活動を休止していたためで
あろう。
　翌 1957（昭和 32）年度の学生証の例が、図版❺で
ある。「№ 399」がどのような法則で振られた番号か
不明である。この年度はサンプルが少ないのが残念だ。

学生証番号の萌芽
　1958（昭和 33）年度の学生証が図版❻および❼で、
ここに「学生証番号」の萌芽を見ることができる。こ
の年度から文学部の授業が再開されており、学生証に
おいても学部・学科・専攻の別を表す必要が生じたと
思われる。
　❻に記載された学生証番号は「30 通４」となって
いる。「通」は「工学部電気工学科通信工学専攻」を
表しており、「昭和 30 年度入学生・通信工学専攻・個
人番号４番」を意味している。
　❼に記載された学生証番号は「32 原 63」で、「昭和
32 年度入学・工学部応用物理学科原子力工学専攻・
個人番号 63 番」の意味である。
　なお、学生証番号を構成する文字列のうち、末尾の
個人番号は学生数の増加につれて、２桁から３桁にな

▶⑤と同じ学生の２年次
（ 昭 和 33 ＝ 1958 年 度 ）

の学生証。前年度と変わ
り、「32 原 63」 と い う
学生証番号が振られてい
る

▼⑤⑦と同じ学生の３年
次（ 昭 和 34 ＝ 1959 年
度）の学生証。縦 6.5 ×
横 18.2㎝の二つ折りに変
更。顔写真は外側に❽

り、最大で４桁まで用いられるようになる。
　それよりもこの文字列の中でひときわ目を引くのが
一文字の漢字であろう。文学部の文学科なら「文」、
英文学科なら「英」、史学科なら「史」というように、
学科（専攻・課程）が漢字一文字で略記されていた。
　やがて 1960 年代に入り、学科や専攻の数が増えて
くると漢字二文字を用いるケースが出てくる。工学部
機械工学科の動力機械工学専攻、生産機械工学専攻、
精密機械工学専攻はそれぞれ「動機」「生機」「精機」
と表記された。理学部の物理学科は「理物」、化学科
は「理化」。海洋学部海洋工学科の海洋計測工学専攻
は「海計」、海洋生物資源学専攻は「海生」等々。そ
れでも対応しきれなくなり、60 年代半ばには「学科
イニシャル」が登場することになる。
　なお、ここに掲げた図版❹～❼の学生証のいずれも、
内側の面には学生証の取り扱いに関する諸注意が書か
れているほか、授業料等の領収印を押す欄、学割の発
行控え、写真貼付欄などがあった。
　図版❽、1959（昭和 34）年度の学生証は、紙製で
二つ折りという点は変わらないが、横長の体裁に変更
されている。また、写真を貼付する位置が従来の内側

▲ 1955（昭和 30）年度に工学部電
気工学科に入学した学生の、２年次

（1956 ＝昭和 31 年度）の学生証。
縦 10.5 ×横 15cm の紙製で、二つ
折りにして携帯

❹

❺

❻

❼

▼④と同じ学生の４年次（1958 ＝
昭和 33 年度）の学生証。紙製であ
ることは変わりないが、サイズは縦
9.5 ×横 14㎝を二つ折りと、ひと回
り小さくなった

◀ 昭 和 32（1957） 年
度に工学部応用理学科
原子力工学専攻に入学
した学生の、１年次の
学生証。個人番号「№
399」が意味するとこ
ろは不明
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から外側に変更されていることも確認できる。

1966年度の大転換
　東海大学は代々木の地で徐々に体勢を立て直して
いった。高度経済成長を背景に、大学進学率の上昇も
相まって、東海大学にも多くの学生が集うようになっ
た。彼らを収容するため、東海大学は 1963（昭和 38）
年度、神奈川県平塚市に湘南校舎を開設する。
　東海大学文学部歴史学科で長く教鞭を執り、学園史
資料センターの前センター長を務めた、曽根總雄名誉
教授は、東海大学文学部史学科に 1965（昭和 40）年
度に入学し、1968（昭和 43）年度に卒業した（1973
年度大学院文学研究科史学専攻博士課程後期修了）。
曽根名誉教授に当時の学生証番号をうかがうと、「学
部生時代は『40 史 1009』だった」と教えてくれた。「昭
和 40 年度に史学科に入学して、出席番号が９番目だっ
たから。１はクラス番号らしいが、同期入学の 65 人
は全員が１組。1001 番から 1065 番までだった」と振
り返った。さらに、「私が２年生に上がる年（1966 ＝
昭和 41 年度）、同期の友人が留年してしまったが、彼
には「51LH…」で始まる学生証番号が割り振られた」
と話している。
　東海大学の学生証番号のシステムが刷新されたの
が、この昭和 41 ＝ 1966 年度だった。「38 史」「39 史」「40
史」と続いたあと、「60LH」「70LH」「80LH」と劇的
に変化した。それまで入学年度の和暦 + 漢字１～２
文字（学部・学科・専攻・課程を略記したもの）から、
入学年度の西暦の下一桁 + 留年回数 + アルファベッ
ト２文字（同じく学科等を略記したもの）という法則
に大転換したのである。

和暦表記から西暦表記へ
　洋数字とアルファベットを組み合わせた８桁の文字
列に刷新された学生証番号。図版❾にある通り、最初
の文字は、入学年度（西暦）の下一桁を取り、２文字
目は留年の回数（０～最大４まで）。３・４文字目の
アルファベットは所属の学部・学科・専攻・課程を示
し（後ほど詳述、８～９ページに一覧・変遷図を掲載）、
５文字目はクラス番号、６文字目はゼミ番号、７・８
文字目が個人番号となった。例えば「60LJ1234」な
ら 1966 年度入学、留年なし、文学部日本文学科、１
クラス、２ゼミ、個人番号 34 番、ということになる。
　先述の「51LH…」の彼は、1965 年度入学、留年１、
文学部史学科…である。冒頭の二つの数字を「６+ ０
＝６」「５+ １＝６」と足せば学年が揃うように工夫

されていた。仮に 1965 年度に入学した彼がもう１回
留年したら、「52LH…」となり、1967 年度入学生の

「70LH…」と、足せば７で揃うことになる。
　ともあれ、この法則にしたがうと、1966 年度入学生、
1976 年度入学生、1986 年度入学生、1996 年度入学生、
そのすべてが「60 生」となってしまう。つまり 10 年
に１度、同じ学生証番号が振られる可能性があるのだ。
この状態は、1997 年度に学生証番号の法則が変更さ
れるまで続いた。

漢字からアルファベットへ
　1966 年度から８桁の文字列となった学生証番号。
その３・４文字目にはそれぞれの学生が所属する学
部・学科・専攻・課程ごとに割り振られたアルファベッ
トが入る（３文字目は学部で共通のアルファベット）。
厳密には「学科・専攻・課程イニシャル」と呼ぶべき

▲湘南校舎内にあった学生寮「湘南望星学塾」
の 1966（昭和 41）年度塾生名簿。手書き文
字を青焼きで複写している。左端の列が学生
証番号で、上から「39 広 181」「40 電 2086」

「60MP*242」「60ET3250」「60CA3239」 と
ある。「60…」の学生がこの年の新入生、つ
まり学科イニシャル導入初年度の入学生であ
り、MP は「生機（生産機械工学専攻）」、ET
は「通（通信工学専攻）」、CA は「建（建築
学科）」などと添え書きがある

▲ 1973 年度版の湘南『Campus Guide』よ
り「学生証番号の持つ意味」。なお、〔４〕の
下４桁目、クラス番号だが、教養部の置かれ
ていた札幌校舎は「７」、福岡校舎は「９」
の数字が当てられていた

❾

都道府県名
（出身地？）氏　名
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◀ 1986 年度の学生証。縦 93㎜×
横 127㎜の紙を二つ折りにして使用
した。表紙に学生証番号と氏名を手
書きで記入し、内側に写真を貼り付
け た。「30GP…」 は、1983 年 度 体
育学部体育学科入学生を表す

だが、本稿では便宜上「学科イニシャル」と表記する。
　この学科イニシャルは現在、学内の「情報システム
委員会」を中心に提案・検討・決定されている。「イ
ニシャル」と呼ぶ以上は何かの「頭文字」であると思
われるが、それぞれの元となった言葉は公表されてい
ない。しかし、学生や教職員たちはそれぞれに語源を
推測して、自分たちを納得させてきた。
　当初はストレートに、学科名称の英文表記から取る
ケースが多かった。例えば、1966 年度の時点で文学
部には６つの学科・専攻があり、それぞれの名称と
学科イニシャルは、「文明学科アジア専攻＝ LA」「文
明学科ヨーロッパ専攻＝ LE」「史学科＝ LH」「英文
学科＝ LB」「広報学科＝ LM」「日本文学科＝ LJ」で
あった。文学部は英語で「（Undergraduate） School 
of Letters」（または「～ Literature」）であるから学
部共通のイニシャルは「Ｌ」。これに学科（Department 
of ～）・専攻および課程（～ Course）ごとの頭文
字、「Asian Civilization」「European Civilization」

「History」「British Literature」「Media Studies」
「Japanese Literature」を添えたと推測できる（英文
学科は 1960 年度に開設されており、English でもよ
い気がするが、1966 年度開設の文明学科ヨーロッパ
専攻に E を譲った、と思われる）。
　その後、1968 年度に「史学科」の下に「日本史課
程＝ LH」「東洋史課程＝ LO」「西洋史課程＝ LW」
が開設された。日本史は「Japanese History」とし
たいところだが、既に「Ｊ」が使われているので、
そのまま「LH」を引き継いだ。東洋史は「Oriental 
History」、西洋史は「Western History」と思われる。
史学科の下には 1979 年、さらに「考古学課程＝ LK」
が増設される。「Archeology」から「LA」としたい
ところであったがそうはいかず、苦肉の策で考古学を

「Koukogaku」とローマ字で表記した際の頭文字、「Ｋ」
を取ったのではないか。

　1979 年度には文明学科が改組され、同学科の下に
「アジア専攻日本課程＝ BJ」「アジア専攻東アジア課
程＝ BE」「アジア専攻南アジア課程＝ BS」「アジア
専攻西アジア課程＝ BW」「ヨーロッパ専攻東欧課程
＝ BH」「ヨーロッパ専攻西欧課程＝ BN」が設置され
た。文学部でありながら「Ｌ」を用いないのは初めて
のケースだった。これは学科・専攻・課程の数が増え
てきたためであろう。「Bungakubu」の「Ｂ」を共通
のイニシャルとし、これに添える各学科・専攻・課程
を表す一文字は……「Japanese」「Eastern」「South」

「Western」「Higashi」「Nishi」と思われる。
　なお、文学部では 2001 年度の大幅改組に伴い、学
部共通のイニシャルが「Ｌ」から「Ｂ」に変更、統一
されている。
　このように、学科イニシャルが元々は何という言葉
の頭文字なのか、その語源を想像するのも一つの楽し
みだったといえよう。かつて代々木校舎にあり、夜間
で学んだ「第二工学部電気工学科電気工学専攻」のイ
ニシャルは「NP」だったが、同専攻の卒業生は「先
輩から『NP は Nighit Power の略だ』と教えられ」
たというエピソードも残っている（2012 年発行、『代々
木キャンパス　夜間教育のあゆみ』）。
　しかし、学部・学科・専攻・課程が変遷し、その数
が増えるにしたがって、意味を持つ学科イニシャルを
割り振ることが難しくなっていった。近年はやむなく、
重複しないアルファベットの組み合わせ、つまり「空
いている」イニシャルを用いるケースが多くなった。

紙からプラスチックへ
　東海大学の学生証は長く紙製だったが、1989 年度
入学生からプラスチック製のものに変更された（次
ページ図版❿）。銀行のキャッシュカードなどと同じ
約 5.4 × 8.5cm の大きさ（厚さは１mm 以下）となり、
丈夫さも増したため、より携帯に便利になった。
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▼ 1997 年度の新入生から使用し
ている学生証（自著は 2012 年度
以降なし）。最下段は各人が通学
する校舎の所在地が記載される。
ちなみに湘南校舎は 2010 年２月
に「北金目 4 丁目 1 番 1 号」の
表記に変わり、学生証も新表記に
対応している

入学年度 春 秋
1997 ～ 1999 ＝ 90年代 Ｊ Ｔ
2000 ～ 2009 ＝ 00年代 Ａ Ｋ
2010 ～ 2019 ＝ 10年代 Ｂ Ｌ
2020 ～ 2029 ＝ 20年代 Ｃ Ｍ
2030 ～ 2039 ＝ 30年代 Ｄ Ｎ
2040 ～ 2049 ＝ 40年代 Ｅ Ｏ
2050 ～ 2059 ＝ 50年代 Ｆ Ｐ
2060 ～ 2069 ＝ 60年代 Ｇ Ｑ
2070 ～ 2079 ＝ 70年代 Ｈ Ｒ
2080 ～ 2089 ＝ 80年代 Ｉ Ｓ
2090 ～ 2099 ＝ 90年代 Ｊ Ｔ
2100 ～ 2109 ＝ 00年代 Ａ Ｋ

▲ 1997 年度版の湘南『Campus Guide』より。こ
の年度からセメスター制度が導入され、２文字目が

「入学学期」を示すように変更された

　黒色にも濃い茶色にも見える帯、「磁気ストライブ」
が付けられたが、変更当初、これが何に利用されたの
かはよく分かっていない。機械に通すとデータを読み
取ることができたため、理工系の研究室ではプログラ
ムを自作して、入退室の管理に使っていたという証言
もある。
　1997 年度入学生からは、さらにデザインに変更が
加えられたカードが配布された（図版�）。これがお
おむね現行のデザインとなっているが、若干のマイ
ナーチェンジが加えられている。当初は学生がカード
に自署することになっていたが、2012 年度から自署
がなくなった。現行の学生証は、カードに直接写真や
文字をプリントする仕様であるため、こうした変更も
容易にできる。

10年に1人から100年に1人へ
　1997 年度から東海大学にセメスター制度が導入さ
れ、「留年」という概念がなくなった。これに伴い、
学生証番号にも変化が起きる。留年回数を示していた
数字が不要となったのだ。同時に、セメスター制度導
入に伴い、「春学期」と「秋学期」の入学時期の別を
示す必要が生じた。これを期に、10 年に１度同じ番
号が振られる問題が解消されることになった。
　199

3

7 年度の春学期入学生は「7J 生」、同秋学期入学
生は「7T 生」。199

3

9 年度まで、西暦の下２桁目が９
の「90 年代」に入学した者には J と T のアルファベッ
トが割り振られる。
　200

3

0 年度から 200
3

9 年度まで、西暦の下２桁目が０
の「00 年代」は、春入学はＡ、秋入学はＫとなる。
図表⓬、⓭が理解の助けとなるはずなので、参照して
ほしい。これによって、同じ学生証番号が生じる割合
は 100 年に一度となった。「7JLC1199」、1997 年度春
学期に文学部文明学科に入学した東海希さんと同じ学
生証番号が使用されることは、2097 年度春学期まで
ない（実際には一つのゼミに 99 人もの人数が所属す
ることはないので、架空のナンバーである。加えて、
学科イニシャル「LC」だった文学部文明学科も既に
改組されており、現在は存在しない）。

統合を機に三大学で統一へ
　学園傘下には東海大学とともに、九州東海大学（1973
年度開学）と北海道東海大学（1977 年度開学）があり、
それぞれ独自の学生証を使用していた。2008（平成
20）年度にこの三つの大学が統合し、新しい「東海大
学」となり、学生証も東海大学のものに統一された。

⓭ 学生証番号２文字目（入学学期）の法則

�

⓬

▲ 1989 年度の新入生からプラス
チック製の学生証となった。図版
提供者は 1988 年度に文学部広報
学科情報社会課程に入学、１年次
は紙製だったが２年次から切り替
えたとのこと。カードの上に顔写
真を貼付し、表面を透明フィルム
で覆っているため、約 30 年を経
た現在も褪色が少ない

❿

文学部　文明学科
１９９７年０４月０１日入学
１９７８年０４月２１日生
トウカイ　ノゾミ

７ＪＬＣ１１９９

◀入学年度の西暦下３
桁目によって変化する。

「90 年代」の春学期入学
生はＪで秋学期入学生
はＴ。これは 1990 年代
で も、2090 年 代 で も、
3090 年代でも同じ。「00
年代」をスタートとし、
アルファベット順にＡ～
Ｊが春学期入学者に、続
くＫ～Ｔが秋学期入学者
に割り振られている
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▲九州東海大学で 2007 年度入学生まで使用されていた学生証（カ
ラーリングは当センターにおいて想像、復元したもの）。磁気スト
ライプはないが、バーコードがプリントされデータの読み取りがで
きたと思われる

▲北海道東海大学で 2007 年度入学生まで使用されていた学生証（カ
ラーリングは当センターにおいて想像、復元したもの）。北海道の
地図の上に学生証番号や氏名などがプリントされたと思われる

◀『九州東海大学キャンパス
ガイド』1984年度版、▼同2007
年度版より。先頭から２文字
目はかつて留年回数だった
が、1996 年度のセメスター
制度導入以降は常に「０」と
なった。３文字目は「九州東
海大学」の頭文字「Ｋ」だっ
たが、学部の増設に伴い他の
アルファベットが振られた

　九州東海大学、北海道東海大学の学生証も当初は紙
製だったが、後にプラスチック製に変更された。今回
調査したが、残念ながら両大学の学生証ともに実物が
見つからなかったため、冊子など印刷物に掲げられて
いた図版を元に、イメージ図を掲載しておく（九州東
海大学＝⓮、北海道東海大学＝⓯）。
　学生証番号の振り方も東海大学と両大学では若干異
なっていた。合わせてルールを紹介する。

そして学生証は未来へ
　通学電車の定期券や映画観賞券などの購入の際、提
示すれば学生割引料金の適用を受けられる学生証。も
ちろん東海大学学内においても常に携帯するようにア
ナウンスされており、試験日に忘れた場合は当日のみ
有効の「仮身分証明書」の発行を受けねばならない。
一部の授業やガイダンスで出席の確認に使っているほ
か、在学証明書や成績証明書の発行、健康診断の受診、
図書館での書籍の貸し出しなど、さまざまなシーンで
学生証が利用されている。

　東海大学の学生証には現在、非接触型 IC チップが
埋め込まれており、紙製の学生証だったころに比べれ
ば格段に、磁気ストライプのみだったころと比べても
一段と、個人認証に費やす時間が短縮されている。今
後、技術の進展につれて、学生証はますます便利になっ
ていくだろう。他大学で進むスマートフォンと連携し
た「学生証アプリ」の導入などが、東海大学において
も期待される。
　教学部学生課では、学生サービスのさらなる向上の
ため、形状や機能を含めた「学生証の在り方」を検討
していかねばならない、としている。東海大学らしい

「先駆けの学生証」に期待したい。　　　　　　　★

▲上から『北海道東海大学キャンパスガイド』1985 年度版、1988
年度版、2007 年度版より。学科イニシャルは開学当初３文字だっ
たが、1988 年度の学部増設に伴い２文字に変更された。1997 年度
のセメスター制度導入を機に冒頭の２文字で入学年度（西暦の下２
桁）を表すことになり、３文字目は入学時期を示す「Ｓ＝ Spring」
または「Ａ＝ Autumn」となった

⓮ ⓯

※学園史資料センターでは特に1970年代、80年代前半の東海大学、九州東海大学、北海道東海大学の学生証を探しています。お持ちの方はご一報ください。
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◉学部、学科等の並びは順不同。隣り合った学科等が必ずしも
　前後のものを継承、移行しているとは限らない。
◉学生証での学科イニシャルの使用開始は 1966 年度からだが、
　それ以前に存在した学科等に便宜上イニシャルが付与された
　ケースがあり、あわせて記載した。
◉４桁の数字は西暦で、使用開始年度を表す。ただし、移行前
　の学科イニシャルがその時点で消滅するわけではなく、すべ
　ての在学生が不在となるまで継続して使用される。
◉ 2008 年度に九州東海大学、北海道東海大学は東海大学に統合。

＊＝現行、2020 年度学生募集を行っている学科等

＊＝現行だが、2019 年度以前に学生募集を停止している学科等

ACA

FC

開発工学部

FM

FB

FH

FD

FA

　　　　　　　　　　　　　　　感性デザイン学科

情報通信工学科

素材工学科　　　　　　　　　　物質化学科

生物工学科

医用生体工学科（2010 工学部 医用生体工学科に移行）

観光学部 PS 観光学科＊

　　　史学科　　　　　　史学科 日本史課程　　　　　 　　史学科 日本史学専攻　　　　　　　　　　　　　　　 歴史学科 日本史専攻＊　　

　　　　　　　　　　　　史学科 東洋史課程　　　　　 　　史学科 東洋史学専攻　　　　　　　　　　　　　　 　歴史学科 東洋史専攻＊

文学科　　　　　　　　　史学科 西洋史課程　　　　　 　　史学科 西洋史学専攻　　　　　　　　　　　　　　　 歴史学科 西洋史専攻＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
史学科 考古学課程／

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  歴史学科 考古学専攻＊

　　　英文学科　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

史学科 考古学専攻

　　　　　　　　　　　　　　　　 英語文化コミュニケーション学科＊

　　　　　　　　日本文学科　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  日本文学科＊

　　　　　　　　文明学科／　　　　　　　　　　　　     文明学科 アジア専攻 日本課程　　　　　　　 文明学科　　　文明学科＊

　　　　　　　　　  
文明学科 アジア専攻

　　　　　     文明学科 アジア専攻 東アジア課程　　　　　　　　　　　アジア文明学科＊　　　　　　　　　　　　アジア学科＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  文明学科 アジア専攻 南アジア課程

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  文明学科 アジア専攻 西アジア課程

　　　　　　　　　  文明学科 ヨーロッパ専攻　　　　  文明学科 ヨーロッパ専攻 東欧課程　　　　　　　　　　　ヨーロッパ文明学科＊　　　　　　　　　　
ヨーロッパ・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  文明学科 ヨーロッパ専攻 西欧課程　　　　　　　　　　　アメリカ文明学科＊　　　　　　　　　　　アメリカ学科
＊

　　　　　　　　　　　北欧文学科　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北欧学科＊　　　　　　　　　　　　　　　北欧学科＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 文芸創作学科＊　　　　　　　　　　　　　文芸創作学科＊

　　　　広報学科　　　　　　　　　  広報学科 広報メディア課程　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 広報メディア学科＊　　　　　　　　　　　 広報メディア学科＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　  広報学科 情報社会課程　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 心理・社会学科＊　　　　　　　　　　　　心理・社会学科＊

政治学科　　　　　  政治学科 政治学課程　　　　　　　　　　　　  　　　　   政治学科＊

　　　　　　　　　  政治学科 地方行政課程

　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　 経済学科 数理経済課程

経済学科　　　　　　　　　　　　　　　　 経済学科 経済学課程　　　　　　   経済学科＊

　　　　　　　　　　経営学科＊

      
生活学科 生活科学課程

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　人間環境学科 自然環境課程＊

　　生活学科 生活経済学課程　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　人間環境学科 社会環境課程＊

      
芸術学科 音楽学課程＊

  　 芸術学科 美術学課程＊

　　芸術学科 産業芸術課程　　  芸術学科 デザイン学課程＊

　　　　　　国際学科＊

体育学科＊

　　武道学科＊

　　　　　　　社会体育学科　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　生涯スポーツ学科＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　競技スポーツ学科＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　スポーツ・レジャーマネジメント学科＊
電気工学科
                    　 　　電気工学科       
　　　　　　　　　　　　　　電子工学課程

機械工学科

建設工学科　　　建築学科
　建築学課程

建設工学科　　　土木工学科
　土木工学課程

　　　　　  経営管理学科

電気工学科 電気工学課程

　　　　 電子情報工学科

　
　　機械工学科 交通機械課程
　
　　機械工学科
　　 産業機械課程
　　建築学科
　　　建築学課程
　　建築学科
　　　建築意匠課程
土木工学科 土木工学課程
　　土木工学科 環境土木課程

　　　土木工学科 建設工学課程　

　　　　　 情報システム工学科

機械工学科 機械システム課程
建築学科
建築工学課程

建築学科
建築計画課程
　
　　
　　　
　　　　

　　　  機械工学科
建築学科

土木工学科

電気電子システム工学科

　　　　　   情報システム学科

              　　   
宇宙地球情報工学科

                          リモート
                          センシング学科
　　　　　　　　　　　　　　   環境保全学科
   

                            建築学科

　　　　　　　　　 
                 

　　　　　　　　　電気電子情報工学科＊

環境保全学科　　　医療福祉工学科＊

機械システム工学科

建築学科　　　　　観光ビジネス学科＊

マネジメント学科
　　　経営学科＊

応用植物科学科＊

応用動物科学科＊

バイオサイエンス学科＊

くらしデザイン学科

　　　　　　　デザイン文化学科＊

地域創造学科＊

国際コミュニケーション学科＊

生物工学科　　　生物学科＊

生体機能科学科

海洋生物科学科　　　海洋生物科学科＊

建築・環境
デザイン学科

電子知能
システム工学科

農学科　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　応用植物科学科

畜産学科　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　応用動物科学科

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 バイオサイエンス学科

情報システム学科

情報マネジメント学科

デザイン学科　　　　　　　デザイン学科

建築学科（　　　　 　）　　  建築学科

  くらし
デザイン

学科

生物工学科

電子情報工学科　　　　　　情報システム学科

海洋開発工学科　　　　　　海洋環境学科

国際文化学科 比較文化専攻

　　　　　　　　　　　　　　　 北方圏文化学科

国際文化学科 コミュニケーション専攻／コミュニケーション学科

地域
 創造
  学科

当初、東海大学
工芸短期大学
からの編入者のみ

芸術学科／

生活学科／

1999機械
システム
　工学科

1999

都市工学科

1950
1960

1968

1965

1966

1966

1967

1961

1972

1979

1979 1997

2001
2018

1966

1974
1983

1974 1997

1997

1968

1969

1972

1978

2001

1968

1967

1971

2004

2004
1991

2010

九州東海大学
工学部

九州東海大学
農学部

北海道東海大学
芸術工学部

北海道東海大学
国際文化学部

北海道東海大学
工学部

九州東海大学
応用情報学部

生物理工学部

総合経営学部

生物学部

基盤工学部

農学部

芸術工学部

国際文化学部

産業工学部

経営学部

1973

1976

1980

1985

1986  1987

1990

1994
1996

2000

2005      2007

2008 2013

2012

2012

2004

2003

1999

19881977

1983

1969

1986

2000

1983

2004

体
育
学
部



OR

SB SM

SA

SP

SC

SS

ET

EE

EC

MA

AE

AC

AP

AX
AM

EP

AA

AD

AOCM

CC

CA

EL

ER

EK

EG EN EX

EH EF

EB

EV

MD

MP

MI

MS

ED

EM

ES

EA EU

NC

NT

NA

NM

NS NJ

NK

NP EO

EY

DC

DS

DT

DE

DM

DK

DP

DI

DF

DD

DB

DJ

DA

工学部EI

JI

JM

JT

JK

OT KK

OG

OE

ON

KA

KJ

KB

KF

OF

OM

OV KV KROK

OL KL

OS OD KU KW

OH

KE

OI

OC

OR

OB

KD

KZ

MM

MT

MN

MW

JJ法学部
＊＝現行、2020 年度学生募集を行っている学科等

＊＝現行だが、2019 年度以前に学生募集を停止している学科等

ND
健康学部
GK 健康マネジ＊

メント学科

2018

数学科／
　　　　　　　　　　　 数学科＊

　 
数学科 基礎数学専攻

    数学科 応用数学専攻

物理学科＊

化学科＊
　　　　　　　　　　　　 

情報数理学科＊

応
用
理
学
科

応用理学科　　
エネルギー工学専攻

応用理学科
 
光工学専攻

建
設
工
学
科

　　　　　 　  地球環境工学科　　 環境情報工学科

　　　　　　　　　　　　　　 海洋建設工学科

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
海洋地球科学科＊

　　　　　　　　　　 　　　   海洋生物学科＊

　　　　　　　　　　　　　　 水産学科　　  水産学科 生物生産学専攻＊

　  航海工学科 航海専攻　       航海学科 航海専攻　　  水産学科 食品科学専攻＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  航海工学科 航海学専攻＊

海洋資源学科
海洋生物資源学専攻／
　1968 水産学科

医学科＊
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　看護学科＊

看護学科＊

社会福祉学科＊

法律学科＊

情報
 科学科

コン
ピュータ
応用工学科

電気電子
 工学科

コミュニ
ケーショ
ン工学科

エレクト
ロニクス  
　　学科

情報
メディア
　　学科

経営
システム
　工学科

エネルギー
　　工学科

 情報科学科＊

 コンピュータ応用工学科＊

 電気電子工学科＊

※        通信ネットワーク工学科＊

※        組込みソフトウェア工学科＊

※          情報メディア学科＊

※          経営システム工学科＊

生命化学科＊

応用化学科＊

　　　　　　　　　　  原子力工学科＊

材料科学科＊

　　　　　 光・画像工学科＊

建築学科＊

土木工学科＊

動力機械工学科＊

機械工学科＊

精密工学科＊

航空宇宙学科　　 航空宇宙学科 航空宇宙学専攻＊

　　　　　 航空宇宙学科 航空操縦学専攻＊

　　　　　　　　　　  医用生体工学科＊

　　　　　 情報システム学科　　　　　

　　　　　 建築デザイン学科

　　　　　　　　　　 電気工学科 制御工学専攻／

　　　　　　　　   　　　　　　  制御工学科
 電気工学科／　　　　 電気工学科 電気工学専攻／
　   電気工学科 電力工学専攻／　   　 電気工学科

電気工学科 通信工学専攻／ 1966 通信工学科

  電気工学科 電子工学専攻／ 1966 電子工学科

経営工学科

応用理学科 工業化学専攻／ 1966 工業化学科

応用理学科 原子力工学専攻／ 1966 原子力工学科

応用理学科 応用物理専攻／ 1971 応用物理学科　　　（1965 ～ 1967 計測工学専攻）

応用理学科 応用数学専攻
　　　（1965 理学部 数学科 応用数学専攻に移行）

応用理学科 金属工学専攻／
　1966 金属材料工学科／

金属材料工学科 機械材料専攻／
　　 1971 金属材料工学科

金属材料工学科 電気材料専攻／

光学工学科
建設工学科 建築学専攻／
　　　　　　　　1966 建築学科
建設工学科 土木工学専攻／
　　　　　　　　1966 土木工学科

機械工学科／　　　　　1971 動力機械工学科
　　　 機械工学科 動力機械工学専攻／

　　　 機械工学科 生産機械工学専攻／
　　　　　　　　　　　　　　　 1971 生産機械工学科
　　　　 機械工学科 精密機械工学専攻／
　　　　　　　　　　　　 1971 精密機械工学科
　　　　　　  航空宇宙学科

電気工学科／電気工学科 電気工学専攻

　　　　  電気工学科 通信工学専攻

応用理学科 工業化学専攻

建設工学科 建築学専攻

　 機械工学科

情報システム学科
建築デザイン学科

航海工学科 国際物流専攻　　　　　　  航海学科 国際物流専攻　　　　　　　　　　　

　　　　　　　  マリンデザイン工学科　　　船舶海洋工学科　　 航海工学科 海洋機械工学専攻＊

　　　　　　　　　　　　　　　 海洋文明学科＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 環境社会学科＊

海洋工学科 海洋計測工学専攻／
　　　　　　　　　1968 海洋工学科
海洋工学科 海洋土木工学専攻／
　　　　　 1968 海洋土木工学科
海洋資源学科 海洋資源学専攻／
　　　　　　  1968 海洋資源学科

海洋科学科

　　　 水産学科 水産資源開発課程

水産学科 増殖コース
　 （1973 水産学科 増殖課程）水産学科 漁業コース

　　　水産学科
　　　遠洋漁業コース

航海工学科

船舶工学科

1974

1950

1961

1956

1957
1950

1956

1965

電子情報学部
2001 2006

2008

2008

2001 2006 2010

2001

1962

1958

1956

1950

1960

1965

1968

2006

2002 2006 2010

1961 1964

1961

1962

1965

1965

1967

1962

1970

1966

1973

1998

2000

2006

2004

2003

2011

2018

情
報
通
信
学
部

情報理工学部

医学部

健康科学部

理
学
部

1964

1995

1974

1986

工学部

海
洋
学
部

1965

              1969

工学部第二部／ 2006　　　　　　　　　
1963 第二工学部／情報デザイン工学部

1973

※情報理工学部の学科名称「DJ ＝情報通信電子工学科」　「DF ＝ソフトウェア開発工学科」
　　　　　　　　　　　　「DD ＝情報メディア学科」　   「DB ＝経営システム工学科」1965

              1969
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　みなさん、一年ぶりのこんにちは！　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こう、という

Tokai Fashion Club。さて、今回訪れたのは「認定こども園　東海大学付属本田記念幼

稚園」です。学園２番目の付属幼稚園として、1973 年神奈川県伊勢原市に開設されま

した。開設から 40 年以上の歴史を誇りますが、制服改定は現在までに一度のみです。

それではみんなで声を合わせて、「T.F.C」第９回、今回も元気に出発進行～ !!

9th meeting ＠ 付属本田記念幼稚園　　
　　　　　　　　　　　　　　　学園史編纂員  徳原 彩恵

　初代の制服はエンジ色の半ズボン／スカートに、白
のシャツ／ブラウス。その上に黄色のスモックを着用
しました。スモックと同じ黄色の帽子、エンジ色のバッ
グがお馴染みのスタイルでした。幼稚園に到着したら、
特に着替えることなく活動を開始したので、スモック
の汚れはたくさん遊んだ印です！
　なお、この配色とデザイン、
第４回で取り上げた付属自由
ケ丘幼稚園（福岡）の初代制
服と共通性が見られます。学
園付属の４つの幼稚園におい
て、 開 園 当 初 の 制 服 は エ ン
ジ×黄色が定番の組み合わせ
だったようです。

▲かつて園庭に設置されていた箱ブラン
コで遊ぶ園児たち◀ズボン／スカートと
もに吊り紐あり▼黄色い帽子には白いラ
インと小ぶりなリボンも。登園バスの
コースなどによって色の異な
る目印を付けました
▼バッグはエンジ色
がベースで、アク
セントに白いライ
ンが。斜めに紐を掛け
る姿が一般的でした

1973年度

～1993年度

1994年度

　～現在

やっぱりエンジ×黄色だね！

シンプルでカワイイ初代♪

ブルーのチェック柄でおしゃれに変身★

▶黄色いスモックは首から胸にかけて３つ
ボタンがあり、頭からすっぽり被って着用
しました。左右の腰の位置にポケットがあ
り、左二の腕部分には幼稚園の旗のワッペ
ンが。左胸には氏名の刺しゅう、さらに安
全ピンで名札を付けました▶▶シャツ／ブ
ラウスにも３つボタンがありますが、これ
は飾り。実際には脱ぎ着しやすい、隠しス
ナップボタンの前開き仕様でした。左二の
腕に幼稚園の校章の刺しゅうがありました

　1994 年４月、開園以来お馴染み
となっていた制服がリニューアルし
ました。前年度に開園 20 周年を迎
えており、周年記念事業の一環とい
う意味合いもあったようです。
　ズボン／スカートとも従来のエン
ジ色から、爽やかなブルーを基調と
したチェック柄に。とってもおしゃ
れですね。なお、数年間は新旧の制
服が園内に混在していたそうです。

▲▶兄・姉の制服を弟・妹に「お下がり」さ
せるケースも多く、しばらくの間、新旧の制
服が混在していました

現在の制服の詳細
は右ページで紹介
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❖ 9th meeting を終えて❖　
　医学部付属病院と隣接している付属本田記
念幼稚園。敷地内には実がなる植物がたくさ
んありました。先生たちには園庭の草むしりが
大変そうですが、緑豊かな環境はとても素敵
でした。それでは次回まで、ごきげんよう♪

▲入園式や卒業式などの式典では、夏でも長袖シャツ
／ブラウスを着用します。それ以外はポロシャツでも、
Ｔシャツでも自由。ポロシャツは綿 100％と混紡から
選べます。ズボン／スカートは共布のサスペンダーで
吊ります。スカートは正面と後ろが大きなボックスプ
リーツ、側面は細めのプリーツとなっています

◀スモックには色や柄の指定は
ありません。園児の好みの生地で、保護者が縫
うか（型紙は配布）、生地を園に持ち込み、業
　者に縫製を依頼する方法もあります。特にこ
　だわりがなければ、写真のパステルグリーン
　のスモックを購入することになります

▲長袖シャツ／ブラウス、
ポロシャツ左二の腕の刺しゅう
▶エンブレムはベスト、カーディ
ガン、トレーナーのほか帽子やリュックに
も付いています▼チェック柄の生地アップ

▲体操着は紺色のショートパンツに半袖ポロシャ
ツや T シャツを合わせます◀付属相模高等学校中
等部のお兄さん・お姉さんとドッジボールで交流。
手加減アリです▶カラーバリエーションが豊富な
Ｔシャツ。毎年、運動会に合わせて新色が登場す
るそう。写真は園長・庄司暢道先生の秘蔵コレク
ション

▲紺色のニットベストは前ボタンで着脱しやすくなっ
ています。カーディガンは女の子の着用率が高いとか。
少しお姉さんの雰囲気が漂いますね。ブルーグレーの
トレーナーを着れば活動的なスタイルに

▲▶帽子は６月 ~ ９月は白
を、それ以外の時期はブルー
を着用します。白い帽子のエ
ンブレムのみ、色が濃いです

▼通園リュックは紺色。肩掛
けカバンにもなる２way 仕様。
お弁当や着替えなどを入れます

▶靴下はカモメの刺しゅう入
り。式典時には白のハイ
ソックスを着用します

◀▼指定の靴と上
履き。靴は式典以
外は華美なもので
　　なければ自由
　　　　　　です ◀卒園児の保護者が制服をリメ

イク、手作りしたティッシュ
ボックスカバー。制服への愛着
に共感するとともに、そのセン
スと技術に脱帽！　今も大切に
園長室に飾られています

◀制服ではありませ
んが、大人サイズの
パ ー カ ー や 長 袖 Ｔ
シャツなどオリジナ
ルアイテム、グッズ
も豊富！
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富ヶ谷交差点

一本松跡

富ヶ谷図書館

富谷小学校

富ヶ谷二丁目
児童遊園地

旧巴屋
はつらつ
センター
富ヶ谷

代々木上原駅

代々木八幡駅

代々木公園駅

東海大学通り

井ノ頭通り

山
手
通
り

東海大学
代々木校舎

代々木
５号館

小田急線

東京都渋谷区富ヶ谷二丁目、東海大学代々木校舎周辺図

てくると、出入りする学生の数もどんどん増えていき
ました。「南富ヶ谷町会」（1963 年「富ヶ谷二丁目町会」
となる）に、東海大学からお話があったのは 1960（昭
和 35）年の夏のことです。富ヶ谷公園を他の場所に
移転させ、その位置まで代々木校舎を増築したいので
協力してほしいという依頼でした。
　町会の理事会で協議した結果、東海大学が公園の代
替地を提供（大学が土地を取得し、東京都と交換）し
た上で、町会が目下計画中の児童図書館の建設を援助
する、という条件を出させてもらいました。ちょうど
このころ、わが町の児童図書館が立地や設備の問題で
閉鎖となっていたのです（1957 年４月開館、1960 年
６月閉鎖）。児童図書館を再度建設したいというわれ
われの望みを、東海大学が引き受けてくれました。地

　file 10　代々木校舎と地域の絆
　　　　　　　　　　　　　　　―富ヶ谷二丁目町会・渡邊貴司会長に聞く―

富ヶ谷二丁目町会の渡邊貴司会長と、営業当時の巴屋の店構え

　東海大学代々木校舎（東京都渋谷区富ヶ谷）の構内、
正門の脇に、ひっそりと庚申塔が建っています。その
設置経緯を渡邊貴司さんが教えてくれました。渡邊さ
んは現在、代々木校舎のある富ヶ谷二丁目町会の会長

（第 11 代）を務めています。かつて代々木校舎正門
のはす向かいにあったそば店「巴屋」の元ご主人とい
えば、ご存知の方も多いのではないでしょうか。温か
い料理ともてなしで、多くの本学教職員や学生の空腹
だけでなく、心まで満たしてくれた巴屋さん。同店が
６年前に惜しまれつつ店じまいをした後も、地域と本
学の交流をリードしてくださっている渡邊さんに、お
話を伺いました。　聞き手：高橋祐子（学園史編纂員）

地域の出土品を大学で保管
　現在代々木校舎内、正門の脇にある庚申塔について
は、戦後間もなく「山手通り」などの拡幅工事をした
時に、富ヶ谷交差点の南側約 100 ｍ付近にあった「一
本松」を掘り起こしたところ出てきたと聞いています。
今の「東海大学通り」（正門前の道路）を当時われわ
れは「一本松通り」と呼んでいて、バスの停車場も「一
本松」という名前でした。ともあれ、出土した庚申塔
は最初、代々木校舎の西側（現在４号館が建っている
場所）にあった「都立富ヶ谷公園」に持っていき、建
立しました。
　東海大学が 1955（昭和 30）年にこの地域に移転し

代々木校舎正門の脇に建つ庚申塔。
上の写真、図ともに赤い丸で示した位置にある。
庚申塔は江戸時代、庶民の間に健康長寿を願う庚申
信仰が広まるとともに、全国各地に多数建てられた

４号館

２号館 ３号館

１号館

正門
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図版、左上から時計回りに、1955 年に東海大学が移転してきた当初の代々
木校舎再現イラスト。手前が正門、奥にプールが描かれている（株式会社
テック建築事務所提供）／名教学園時代から利用されてきた屋外プール／
代々木校舎第４回建学祭で、地域の人々に歓迎の意を示す正門前の飾りつ
け（1958 年）

域との共存を望む東海大学が、地城の要望に対して真
摯に応えてくれたものと受け取っています。
　かくして庚申塔は代々木校舎の増築に際し、富ヶ谷
公園から代々木校舎の構内に移ることになり、正門の
脇に安置されました。富ヶ谷公園は移転して、現在
の「渋谷区立富ヶ谷二丁目児童遊園地」となりました

（代々木校舎の増築、４号館第２期建設工事計画がま
とまるのが 1961 年３月頃。竣工は 1962 年７月）。
　東海大学の協力もあり、当町会の児童図書館は
1967（昭和 42）年 10 月に開館しました。その後、
1985（昭和 60）年７月に渋谷区立図書館富ヶ谷分館（現
渋谷区立富ヶ谷図書館）が開館したのを受けて児童図
書館は閉館しましたが、建物は 2007（平成 19）年 11
月に「はつらつセンター富ヶ谷」と「富ヶ谷・上原地
域包括支援センター」として生まれ変わりました。

地域で子ども・若者を育てる
　この地域は、120 年ほど前は豊多摩郡代々幡村字
富ヶ谷といわれ、1915（大正４）年９月に豊多摩郡
代々幡町代々木富ヶ谷と改称されました。1932（昭和
７）年 10 月、旧渋谷・千駄ヶ谷・代々幡の三町が合
併して渋谷区となり、現在の富ヶ谷１～２丁目、上原
１丁目の一部、代々木深町も含んで、渋谷区代々木富ヶ
谷町となりました。町会も発足しましたが、1947（昭
和 22）年５月、GHQ（連合国軍最高司令官総指令部）

の政令により町会組織が解体されました。同年 11 月
にその政令が解除され、南富ヶ谷自治会（後の南富ヶ
谷町会）の初代会長を選任できました。
　父親がこの地に越してきて、巴屋を始めたのが
1934（昭和９）年 12 月。私は 1943（昭和 18）年１
月に生まれ、1961（昭和 36）年４月に店を継ぎまし
た。1955 年に東海大学がこの地に移転してきて以来、
2013（平成 25）年 11 月に店をたたむまで、本当に多
くの教職員、学生の皆さんに支えていただきました。
　かつて代々木校舎の北西部分に、名教学園（1955
年に学校法人東海大学と合併した学校法人名教学園）
時代からのプールがありました。学友会（各クラブ団
体の執行委員会）と水泳部の管理の下に、東海大学は
移転後しばらくの間、このプールを近隣の子どもたち
に開放してくれました（1959 年８月上旬、４号館第
１期建設工事着工に伴いプールは解体）。その後も、
ラジオ体操やクリスマス子供会などの大多数が参加す
る行事の際には代々木校舎の施設をお借りしていま
す。また町会の役員として、松前達郞先生、内木文英
先生に就任していただいたこともありました。今年で
第 65 回を数えるという建学祭は、この地域が毎年楽
しみにしている行事の一つとなっています。
　また私は、渋谷区立富谷小学校の社会科の授業で、
富ヶ谷の歴史を教える語り部として活動しています。
子どもは地域の宝です。多くの若者をこの地域に集め、
いつも快く協力してくださる東海大学と手を携え、こ
れからもこの町を元気にする取り組みを続けていきた
いと思っています。　　　　　　　　　　　　　　★

《参考文献》　『新修渋谷区史』（1966 年、東京都渋谷
区発行）／『渋谷区富ヶ谷二丁目町会児童図書館建立
史』（1985 年、渋谷区富ヶ谷二丁目町会発行）／『渋
谷区長会連合会創立三十周年記念誌　まちづくりのあ
しあと』（1992 年、渋谷区長会連合会発行）
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『東海大学七十五年史』編纂をテーマに
立正大学主催の講習会で講話

　2019 年７月５日、立正大学史料編纂室主催講習会
で、「『東海大学七十五年史』編纂を終えて」と題し、
学園史資料センターのスタッフが講話を行いました。
　同講習会は 2022 年に開校 150 周年を控える立正大
学の史料編纂室が主催しているもので、当日は通算６
回目の開催となりました。会場の東京都品川区・立正
大学品川キャンパス 11 号館第６会議室には、立正大
学の教職員や現役学生のほか、他大学のアーカイブズ
関係者ら約 35 名が聴講に訪れました。
　『東海大学七十五年史』（2018 年 11 月１日付刊行）
の編纂事業において、東海大学学園史資料センターは
事務局を務めました。講話を担当した学園史資料セン
ターの学園史編纂員・椿田卓士は、各種委員会や事務
局といった組織・体制をはじめ、準備段階から実作業

の展開の様子、入稿や校正、
原稿執筆者や出版社とのや
りとりなど、年史編纂のさ
まざまな側面について紹介
しました。
　講話の結びとして椿田
は、「年史は刊行さえすれ
ば終わり、ではない。編纂
の過程でたくさんの資料を

収集し、また委員会や事務局としても作りだしてきた。
原稿はもちろん、校正ゲラ、取材で撮影した写真、録
音記録、委員会の開催通知や配付資料、事務文書、メー
ルの文面、メモ書きなども含まれる。『七十五年史』
そのものの修正箇所のチェックも含め、編集資料をき
ちんと収集、整理することがこの事業の総括になる。
これらをいかに蓄積し、次代に継承し、生かしていく
か。われわれ東海大学で言えば2042年の建学100周年、

『百年史』に向けた、今後 25 年間における大きな課題
となる。そのために最も基礎的かつ必要な資料収集・
整理を、たゆまず継続していくことが重要だと捉えて
いる」と強調しました。
　講話終了後には質疑応答の時間が設けられ、『七十五
年史』の章立てや記述方法をはじめ、編集委員や事務
局の構成、普段の資料の収集体制や整理方法などにつ
いて、さらに踏み込んだ意見が交わされました。

I

平野葉一副センター長が就任
「100周年、新たな未来へ向かう礎を」

　東海大学学園史資料センターに 2019 年４月１日付
で、平野葉一副センター長が就任しました。前任の沓
澤宣賢副センター長の任期満了に伴うものです。なお、
橋本敏明センター長は留任となっています。
　平野副センター長は東海大学文学部文明学科教授
で、文学部長、大学院文学研究科長を兼務しています。
就任に伴い平野副センター長は、「私学の根幹は建学
の精神にあり、創立者の意志、学園の伝統・歴史を後
世に伝え残すことは重要です。その意味で学園史資料
センターの意義は大きいと感じています。創立 100 周
年へと向かうこの 25 年間は新たな未来へ向かう礎を
築く時期、微力ながらその一端を担わせていただきた
いと考えています」と話しています。

　❖平野葉一（ひらの・よ

ういち）副センター長プロ

フ ィ ー ル ❖ 1954 年、神奈
川県生まれ。1980 年に東京
大学教養学部基礎科学科を
卒業後、フランス国立社会
科学高等研究院（EHESS）
に留学、フランス第３課程
博士号を取得。専門は数学
史、科学史。1984 年度から東海大学理学部の非常勤
講師を務め、1986 年度から本学文明研究所専任講師
に。1991 年度から同助教授、1998 年度から教育研究
所教授、2000 年度から文学部教授。2014 年 10 月から
2019 年３月まで副学長、2018 年４月から文学研究科
長、文学部長。2014 年 5 月 30 日から学校法人東海大
学理事。

講話する椿田卓士学園史編纂員

平野葉一副センター長
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【2018 年４月】

21日　東海大学「探検学会半世紀の集い」参

　　加（於神奈川県平塚市・東海大学湘南キャ

　　ンパス）

25日　第 30 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）

26日　全国大学史資料協議会（大学史協）東

　　日本部会第 173 回幹事会参加（於東京都

　　渋谷区・國學院大學渋谷キャンパス）

【５月】

８日　学校法人国士舘・国士舘史資料室から

　　視察受け入れ

17日　第９回教育 IT ソリューション EXPO

　　にて学園史資料センターの所蔵資料 Web

　　検索システムに関して講演（於東京都江

　　東区・東京ビッグサイト）

23日　第 27 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　大学史協東日本部会第 174 回幹事会、

　　2018 年度総会、創立 30 周年記念講演会・

　　シンポジウム参加（於國學院大學渋谷

　　キャンパス）

【６月】

27日　第 31 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）

【７月】

15日　『東海大学七十五年史編纂だより』第

　　５号発行

18日　第 28 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）

【８月】

２日　大学史協東日本部会第 175 回幹事会、

　　第 110 回研究会参加（於東京都台東区・

　　東京藝術大学上野キャンパス）

【９月】

７日　神奈川大学資料編纂室からスタッフ研

　　修受け入れ

27日　大学史協東日本部会第 176 回幹事会、

　　創立 30 周年記念ワーキンググループ参

　　加（於東京都豊島区・立教大学池袋キャ

　　ンパス）

【10 月】

９日　旧東海大学福岡短期大学跡地視察（於

　　福岡県宗像市）

10 日　大学史協 2018 年度総会・全国研究会

　　／東日本部会第 177 回幹事会、第 111 回

　　研究会参加（～ 12 日、於福岡県福岡市・

　　九州大学病院キャンパス、箱崎キャンパ

　　ス他）

17日　第 32 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）

【11 月】

１日　『東海大学七十五年史』（通史篇・部局

　　篇）刊行（2019 年１月末完成）

３日　東海大学同窓会ホームカミングデー　   

　　写真パネル展示「東海大学 75 年～写真

　　から見る 75 年の歩み～」実施（展示支援、

　　於東海大学湘南キャンパス 19 号館３階

　　通路）

８日　東海大学短期大学部にて資料調査収集

　　作業（於静岡県静岡市）

９日　東海大学総合資料センターにて資料整

　　理作業（於静岡県静岡市）

28 日　東海大学熊本キャンパス、宇宙情報

　　センター、松前重義記念館、熊本大学文

　　書館にて資料調査収集作業（～30日、於

　　熊本県熊本市他）

【12 月】

４日　日本建築家協会（JIA）関東甲信越支

　　部主催交流部会セミナー「史的建造物の

　　記録を考える　旧熊本逓信病院アーカイ

　　ブス」参加（於東京都渋谷区・JIA 館建

　　築家クラブ）

６日　大学史協東日本部会第 178 回幹事会・

　　第 112 回研究会、創立 30 周年記念ワー

　　キンググループ参加（於神奈川県横浜市・

　　フェリス女学院大学緑園キャンパス）

12 日　第 33 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）

【2019 年１月】

24 日　大学史協東日本部会第 179 回幹事会・

　　第 113 回研究会、創立 30 周年記念ワー

　　キンググループ参加（於立教大学池袋

　　キャンパス）

31 日　東海大学短期大学部にて資料調査収

　　集作業（於静岡県静岡市）

【２月】

１日　東海大学総合資料センターにて資料整

　　理作業（於静岡県静岡市）

６日　日本写真家協会主催「日本写真保存セ

　　ンター」セミナー「写真フィルムのデジタ

　　ルアーカイブ」参加（於東京都豊島区・

　　池袋サンシャインシティー文化会館）

８日　東海大学付属甲府高等学校にて資料調

　　査収集作業（於山梨県甲府市）

【３月】

５日　第 58 回学校法人東海大学資料編纂委

　　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）

14日　大学史協東日本部会第 180 回幹事会、

　　第 114 回研究会、創立 30 周年記念事業

　　ワーキンググループ参加（於東京都新宿

　　区・帝国データバンク史料館）

15日　『東海大学学園史ニュース』№ 13 発行

15日　『東海大学七十五年史編纂だより』第

　　６号（最終号）発行

20日　学園史資料センター主催期間常設展

　　「先駆けであること。東海大学の歴史と

　　スポーツでの活躍」開始（～７月 19 日、

　　於東海大学湘南キャンパス 5 号館学園史

　　展示室）

31日　東海大学学園史資料センター編『東

　　海大学資料叢書７　新制東海大学設立認

　　可申請書類（上）』発行

学園史資料センター日録（抄録）　　 　2018 年 4 月～ 2019 年 3 月
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◉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
◉ 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

【個人】

薄井尚

内田晴久

大島慎一郎

大島宏

荻原公世

片桐俊幸

沓澤宣賢

芹沢利尚

竹田正敏

谷卓見

中西英敏

西義武

橋本敏明

松前京子

村井正己

山口真樹

山田新治郎

【機関・団体】

港北出版印刷株式会社

有限会社シイ・エム・ピイ

学校法人東海大学

　理事長室企画課

　理事長室広報課

　理事長室学園校友課

　総務部総務法務課

　財務部財務課

　大学運営本部高等教育室

　大学運営本部戦略プロジェクト室

　初等中等教育部初等中等教育課

東海大学

　大学広報部企画広報課

　大学広報部入試広報課

　グローバル推進本部グローバル推進室

　事務部事務課

　事務部清水事務部清水船舶運航課

　入学センター入学課

　教学部代々木教学課

　教育支援センター技術支援課

　一貫教育センター一貫教育課

　工学部動力機械工学科

　付属図書館中央図書館

　付属図書館代々木図書館

　出版部出版課

　文明研究所

　旧探検学会（学生団体）OB・OG

東海大学短期大学部

東海大学医療技術短期大学

東海大学付属望星高等学校

東海大学付属甲府高等学校

東海大学新聞編集部
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学校法人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。

また、学園の歴史に関するレファレンスに応じています。
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