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❖ 医療技術短期大学、48 年の軌跡❖
東海大学医療技術短期大学は 1974 年４月、神奈川県平塚市の
東海大学湘南校舎に隣接して開学し、人道的で愛情に満ち、看護
に使命感を持つ人材の育成に努めてきた。2019 年度入学生を最
後に募集を停止、2020 年度末までに 5,310 名が巣立ち、これに
2022 年３月、最後の卒業生 87 名が加わる予定である。
看護師になるという一つの目標を共有する学生た
ちは、講義や実習はもとより、飛鴎祭（文化祭）や学
園短大スポーツ大会などのさまざまな行事で絆を深め
あった。教職員との信頼関係、同窓生や保護者からの
支援の厚さも同短大の特徴だった。また、学園の源流・
デンマークと深く交流し、先進の看護を学んできた同
短大の伝統や精神は、今後も東海大学医学部看護学科
を中心に、学園で継承されていく。
学園の創立者松前重義は同短大の初代学長も務めた。
1980 年刊行の記念誌『五年のあゆみ』では、学生の姿
をカモメに重ね、次のような言葉を贈っている。
「白鷗の

つぎつぎに羽ばたきて、その羽ばたきの、

さらに力強く、優雅であれと願って止まない。」
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学園歌「建学の歌」変遷史
学園史編纂員

レ フ ァ ス
レ ン

中西 祐悟

学園の創立者松前重義が作詞した「建学の歌」は、幼稚園から小中高、
短大、大学、大学院まで、学園すべての教育機関で歌い継がれてきた。在
校生や教職員はもとより、卒業生たちにとって心の拠り所ともいうべきこ
の歌に関して、元付属校の教諭から質問が寄せられた。レファレンス対応
の内容を誌面にて報告する。
授業は当初、景勝・三保松原のほど近く、静岡県清

元付属校教諭からの質問

水市三保（現静岡市清水区三保）の仮校舎で行われた。

2021 年６月中旬のある日、当センターのメールア

１期生として入学したのは「物理科」77 名、
「航空科」

ドレス（shiryo-center@tsc.u-tokai.ac.jp）に、以前学

95 名に選科生１名を加えた 173 名。航空科の生徒は

園の付属校で教鞭を執っていた方から、以下のような

仮校舎の２階を寮としていた。一方の物理科生は「建

質問のメールが寄せられた。

学の歌」の歌詞にも登場する「鉄舟寺」を寮とし、片

手元に 1959 年発行の「東海大学高等学校要覧」

道１時間半かけて仮校舎まで通っていた。
＊

があります。
「建学の歌」が掲載されていますが、
歌詞が５番まであります。現行の４番までの歌詞
に至る経緯を知りたく思います。
現在、学園で広く歌われている「建学の歌」の歌詞

松前重義著『回顧と前進―東海大学建学の記』
（1963
年４月 20 日刊、東海大学出版会）に、「建学の歌」に
関する次のような記述がある。

は全４番である（このページ下部に掲載）。1943 年の

昭和十八年五月頃であった。私は東條打倒運動

作詞・作曲から、現在の歌詞になるまで、どのよう

の中途に於てチブスに冒された。そして梶井博士

な変遷をたどってきたのか。資料から分かる範囲でた

の厚意によって順天堂に彼の義弟東俊郎博士の手

どってみたい。

厚い治療を受けて全快したことがあった。そのと

19 43 年に作 詞・作 曲
学校法人東海大学、当初の財団法人国防理工学園は、
1942 年 12 月８日付で文部省（現文部科学省）から設

き私は病床に於て建学の歌の歌詞をつくって枕辺
に置いた。たまたま篠原博士が見舞いに訪れてこ
の歌詞を発見し、直ちに信時潔先生に作曲を依
頼した。

立が認可された。翌 1943 年４月に東海大学の前身の

「梶井博士」「篠原博士」とはそれぞれ、学園建学の

一つ、航空科学専門学校が開校している（４月８日、

同志として知られる梶井剛、篠原登のことである。梶

清水商工会議所で開校式および入学式）。

井は逓信省において松前の上司であり、篠原は後輩な

現行の「建学の歌」の歌詞
2016 年３月に学園が発行した冊子
「明日へのメッセージ」より転載
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がら松前が全幅の信頼を置く盟友だった。また信時潔
は大正・昭和の日本を代表する作曲家で、多くの校歌
や社歌を手掛けたことでも知られる。
＊
かつて発行されていた学園誌『松前文庫』の第 12
号（1978 年１月 10 日発行）に、松前重義の次男で学
園教育機関の校歌の数々を作曲した故松前紀男氏のエ
マニュスクリプト

ッセイ「学園歌 手 稿 譜」が掲載されている。自身が
作曲した東海大学や付属高等学校の校歌について思い
を述べている中で、「建学の歌」についても次のよう
に触れられている。
（前略）かなり昔のものと思われる建学の歌の手
稿譜が見つかった。これは作曲者信時潔氏自身の
手になる譜面と思われるが、
（中略）五線が鉛筆

▲『松前文庫』第 12 号（1978 年１月 10 日発行）掲載、松前紀
男氏のエッセイ「学園歌 手稿譜」に添えられた譜面。作曲した
信時潔氏の自筆譜と推定されており、それが正しければ「建学の
歌」の最初期の歌詞といえる。▼同譜面を拡大したもの。ト音記
号の左の枠外に「斉唱」とあるのが歌い出しの部分で、第３番は
「ナガキレキシノ ダクリウーヲ」、４番は「とうあのそらに か
ぜすさび」と読める

で引かれ、その上に万年筆で音譜が書き込まれて
いる。紙質も良くない点をもあわせ考えると、恐
らく物資が極度に不足していた戦時中に記された
もので、これはほぼ信時氏自身の書いたものと考
えてよいであろう。
と記され、譜面が掲載されている。
譜面上で歌詞は、全４番で記されている。カタカナ
（１、３番）およびひらがな（２、４番）表記のみと
なっており、残念ながら漢字での表記は添えられてい
なかった。譜面から読み取った「建学（の歌）
」の最
初期の歌詞を下に示した（一部余分となる音引き記号
「ー」は取り除いた）。
松前紀男氏のエッセイの続きを引用する。
面白いことに歌詞を見ると、現在歌われている
ものと異っている部分（第四番の詞）があり、戦
況急を告げる当時の社会情勢を反映して次の様に
なっている。

一

二

三

四

建
学

コエナクヲシウ
フジガタケ

タイヘイヤウ

シタニシテ

ココニアリ

てつしうじ

おもかげを

まことをば

カイトウシツタス

ミホノマツガエ

ワレラガボコー

ほまれはたかし

しのべこぶしの

そのゆうこくの

ここにきけ

キヨメテン

せんてつのこえ

セキテトドメテ

カガクトニ

ダクリウーヲ

シソウトブンカト

ココニアリ

ナガキレキシノ

ヘイワノリソー

かぜすさび

つぐるとき

とうあのそらに

そこくのきぅーを

れきしとに

ここにあり

このくゎんきゃうと

われらがけんじ
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（第四番）東亜の空に風すさび
祖国の急を告ぐるとき
この環境と歴史とに
我等が健児ここにあり
歌の題名も建学の歌ではなくただ二字で「建学」
と書かれていることも、これがかなり古い手稿譜
であり、建学前後の時代に作曲されたものである
ことがわかる。
この第４番の漢字表記の出典は不明だが、現行の歌
詞と照らし合わせてみても、理に適った表記といえよ
う。

清水市駒越（現静岡市清水区駒越）に東海科学専門学校の本校舎
が竣工。1943 年 12 月８日に落成式が挙行された。

駒越の本校舎落成式で初披露

第３番「ナガキレキシノ

さて、航空科学専門学校の生徒や教職員らが待ち

化の激流を」となるなど、細部が若干異なっている。

望んだ本校舎が清水市内の駒越に竣工したのは、開

ダクリウーヲ」が「長き欧
＊

校からおよそ８カ月後の 1943 年 11 月末のことだっ

また、『東海大学新聞』第 24 号（1958 年５月 15 日

た。12 月８日には新築された講堂において落成式が

発行）に掲載された連載記事「東海の青春」第 11 回（紙

挙行され、ここで「建学（の歌）」が初めて披露される。

面上の表記は 11 回だが、実際は連載 12 回目）の中に、

『東海大学五十年史

通史篇』（1993 年 11 月１日、

「建学の歌」に関する記述がある（下図参照）。筆者の

学校法人東海大学発行）には、「この落成式で、建学

野田茂氏は航空科学専門学校に１期生として入学、卒

の歌が披露された。」と記された後、下に示した歌詞

業後も職員として学園に残り、事務部長や財務部長、

が掲載されている。

常務理事などを務めた人物である。紙面での表記の制

出典はなく、詳細は不明だが、前後の記述から新

限（活字の有無など）もあっただろうが、また第３番

校舎落成式で初披露された際の歌詞の状態と受け取る

および第４番の後半が割愛されているが、専門学校開

のが自然である。前ページに掲載した最初期版とは、

校当時の歌詞を探るのに貴重な資料といえる。

建 學

一 、声なく教ふ富士ケ岳

海濤叱咤す太平洋

三保の松ケ枝下にして

我等の理想こゝに見よ

二、香りは高し鐵舟寺

偲べ古武士の俤を

その殉國の誠をば

先哲の聲こゝに聞け

三、長き欧化の激流を

せきて止めて淸めてん

思想と科學と技術とに

我等の使命こゝに知れ

四、東亞の戰雲低くたれ

祖國の急を告ぐる時

此の環境と歴史とに

いそしむ健児こゝにあり

◀▼『東海大学五十年史 通史篇』（322
～ 323 ペ ー ジ に 掲 載 さ れ た「 建 学 の 歌 」
歌詞。最初期版とは細部が異なる

◀『東海大学新聞』第 24 号（1958 年５
月 15 日発行）より、連載記事「東海の青春」
第 11 回（実際は連載 12 回目）。航空科学
専門学校の開校当初を回想する内容で、
「建
学の歌」についても記述がある。１段目の
末（左上）に第１番、２段目に下りて第２
番の歌詞がある。第３番は割愛され、第４
番は前半のみ記されている。
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戦後の歌詞の変化は？
1945 年８月の終戦を受け、学園は傘下の航空科学
専門学校と電波科学専門学校を統合し、東海専門学校
と改称する（さらに同年 10 月、東海科学専門学校と
改称）
。また 1946 年５月には旧制の東海大学が開学、
第一予科、第二予科を置いている。
終戦に伴い、日本各地の教育現場ではそれまでの価
値観を 180 度転換することが求められた。児童、生徒
らは教師の指示で、教科書に書かれた軍国主義を想起
させる表現、戦意を高揚させる文言等を黒く塗りつぶ
し、あるいはページごと切り取った。いわゆる「墨塗
り教科書」が用いられたこの時代、「建学の歌」、特に
東海科学専門学校と東海大学予科の同窓生らが編集した校
友会誌『建学』の第２号より。「建学の歌」の歌詞が第１、
２番しか掲載されていない

その第４番の歌詞はどのように扱われていたのだろう
か。
その一つのヒントが、1948 年６月 20 日発行の校友

２番しか掲載されていない。単純に誌面のスペースが

会誌『建学』にある。同誌は東海科学専門学校および

足りなかったため割愛されたのか、それとも当時３番

東海大学予科の同窓生らが編集したものだが、ここ

以降は歌われていなかったのか。今後、さらなる資料

では「校歌“建学”」こと「建学の歌」の歌詞が第１、

の発見や、関係者の証言に期待したい。
えられている。

全４番から全５番に変更

残念ながらこの変更がいつなされたのか、1957 年

1950 年４月に新制の東海大学が開学し、文学部と

４月よりも前にさかのぼって確認できる資料は見つけ

工学部が設置された。しかし、戦後の社会・経済的混

られなかった。変更された可能性のある期間は、1943

乱などもあり学園の経営は困難を極めた。1954 年度

年 12 月以降、1957 年４月以前、ということになる。

には学生の募集を停止、1955 年１月に学園は本部機
能を東京都渋谷区（現在の代々木校舎）に移転させた。
同年４月から代々木校舎で工学部の教育を再開。文学
部の移転・再開は 1958 年度からとなった。
1957 年度に大学が新入生に配布した、学生生活全
般におけるガイドブック『学生手帳』において、「建
学の歌」の歌詞は下のようになっている。
従来の全４番から、全５番へと構成が大きく変更さ
れている。第１～３番はそれまでの歌詞とさほど変化
はないが、第４、５番は新たに書き換えられ、書き加

1957 年度の東海大学「学生手帳」の表紙と、５番まで
ある「建学の歌」の歌詞。下はそれを翻刻したもの

建学の歌

一 、声なく教う富士ヶ獄

海濤叱咤す太平洋

三保の松ヶ枝下にして

我等が母校ここにあり

二、馨りは高し鉄舟寺

忍べ古武士の面影を

その殉国の誠をば

先哲の声ここに聞け

三、古き歴史の濁流を

せきて止めて清めてん

思想と科学と技術とに

いそしむ健児ここにあり

四、若き理想の綾衣

我が松ヶ枝にかかりけり

見よや尊き天の命

我等のつとめここに知れ

五、歴史の波の高きとき

なやみの谷の深きとき

進め希望の星仰ぎ

我等が行くてここにあり
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20周年を機に再び全４番へ
学園は東京移転後、次第に経営を安定させていく。
学生の数も徐々に増え、建学祭などの行事も年を追う
ごとに盛り上がりを見せるようになった。より多くの
学生を収容するため、1962 年には神奈川県相模原市
▲▶１９６２年度の体育祭パンフレットに
は、
「建学の歌」の歌詞は第５番まですべて
掲載されたが、◀同年度の建学祭のパンフ
レットでは、第５番が割愛されていた

に相模校舎を開設（翌 1963 年より付属相模高等学校
の校地として転用）
、1963 年には神奈川県平塚市に湘
南校舎を開設した。
1962 年度の建学祭は 11 月上旬に開催された（２日
＝前夜祭、３～４日＝文化祭・於代々木校舎／６日＝
体育祭＝於相模校舎グラウンド）
。体育祭のパンフレ
ットに掲載された「建学の歌」の歌詞は全５番であっ
たが、建学祭のパンフレットは第４番までで、第５番
が割愛されていた。当時はスペースの都合で、不完全
な状態で掲載されることがしばしばあったようだ。
建学祭からおよそ半月後、11 月 22 日に代々木校舎
４号館講堂にて挙行された（学校法人）東海大学創立
20 周年記念式典では、ステージに向かって左側に「建
学の歌」の歌詞が掲げられている（右写真）
。全４番
だが、単純にスペースの都合で第５番が割愛されたの
ではなく、従来の第４番が削除され、第５番が繰り上
がって新たな第４番となっている。
な お、 前 掲 の『 学 生 手 帳（ 手 帖 ）
』 に お い て も、
1962 年度版までは全５番の歌詞が、1963 年度版以降

1962 年 11 月 22 日、代々木校舎で開催された創立 20 周年記念式典。
ステージに向かって左に全４番の「建学の歌」の歌詞が掲げられている。
▼は歌詞の部分を拡大したもの。校旗に隠れ確認できない箇所もあるが、
現行の歌詞との差異は第１番「獄」→「岳」と、ごくわずかである

は従来の第４番が削除された全４番の歌詞が掲載され
ている。
同じく前掲の『回顧と前進』（1963 年４月 20 日付
発行）における「建学の歌」の歌詞も同様で、現行の
歌詞とほぼ同じ状態となっている。学園の 20 周年を
機に、
「建学の歌」の歌詞が変更され、これ以降ほぼ
固定された、と言えるだろう。
＊
当センターでは引き続き、
「建学の歌」の変遷を調
査していく。情報をお持ちの方は、ぜひご一報を。★

建学の歌

一 、声なく教う富士ヶ獄

海濤叱咤す太平洋

三保の松ヶ枝下にして

我等が母校ここにあり

二、馨りは高し鉄舟寺

忍べ古武士の面影を

その殉国の誠をば

先哲の声ここに聞け

とど

三、古き歴史の濁流を

せきて止めて清めてん

思想と科学と技術とに

いそしむ健児ここにあり

四、歴史の波の高きとき

なやみの谷の深きとき

ゆくて

進め希望の星仰ぎ

われらの行途ここにあり
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◀建学 20 周年記念誌『回顧と前進 東海大学建
学の記』（1963 年４月 20 日発行、松前重義著）
掲載の「建学の歌」。現行との差異は、
第１番「獄」
→「岳」、第２番「忍」→「偲」、第４番「われら
の行途」→「我等が行くて」に留まっている
◀『 学 生 手 帖 』
1962 年 度 版 と
▼ 同 1963 年 度
版掲載の「建学
の歌」
。1963 年
度以降は全４番
となっている
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学園史資料センター I
nformation
「学園史デジタル展示室」を開設
「建学の同志たち」テーマに企画展
学校法人東海大学学園史資料センターでは、2021
年 11 月１日、インターネット上に「学園史デジタル
展示室」を開設しました。同日から特別企画展「創立
「デジタル展示室」トップページ

者松前重義と建学の同志たち」を開催しています。
学園史デジタル展示室は、これまで展示活動を行っ

会いや友情、関係性などに触れながら、彼らが今日の

てきた「学園史展示室」の閉鎖（湘南キャンパス５号

学園にどのような役割を果たしたか、どのような理想

館２階、2020 年３月末で閉鎖）を受けて、また新型

を胸に学園運営に携わったかを紹介しています。

コロナウイルス感染症の対策なども視野に、準備を進

あわせて、学園史資料センターでは公式 Facebook

めてきたものです。パソコンやスマートフォンなどか

を開設しました。当センターの活動のほか、キャンパ

ら、いつでも、どこでも、どなたでもアクセスが可能

スの風景、学園の懐かしい写真なども随時紹介してい

となっています。

ます。

開設と同時にスタートした企画展は、2021 年が学

◉学園史デジタル展示室 URL

園の創立者松前重義（1901―1991）の生誕 120 年・没
後 30 年に当たることから、テーマに選定しました。
松前重義とともに、学園の創立・存続・発展に尽力し
た 10 名の建学の同志にスポットを当て、松前との出

（QR コードはこちら→）
https://www.tokai-archives.com/exhibition/
◉学園史資料センター公式 Facebook URL
https://www.facebook.com/TokaiUniversity.archives

学園史資料センター日録（抄録）
【2020 年４月】

28 日

日。事務室に出勤する者を原則１名に制

【９月】

限、他のスタッフは在宅勤務）

【10 月】

【５月】

１日

テレワーク体制②に移行（～ 2021 年

大学史協東日本部会第 191 回幹事会、

第 119 回研究会参加（オンライン形式）

【６月】
１日

東海大学短期大学部、東海大学総合資

８日

１月７日。事務室出勤者を原則２名まで

料センターにて資料調査作業（～９日、

とする）

於静岡県静岡市）

全国大学史資料協議会（大学史協）東

４日

日本部会第 189 回幹事会参加（オンライ
ン形式）
【７月】
東海大学校友会館にて資料調査作業

７日

（於東京都千代田区・霞が関ビルディン
グ内）
８日

故内木文英邸蔵書資料調査収集作業

（於東京都渋谷区、同 16 日、20 日にも
実施）
22 日

望星学塾主催オンライン講話「望星

研究会」参加（同 28 日、８月５日）
【８月】
20 日

大学史協東日本部会第 190 回幹事会

参加（オンライン形式）

資料センターにて資料調査整理作業（～

拓殖大学学生生活課スタッフの資料

24 日、於静岡県静岡市）

調査受け入れ

テレワーク体制①に移行（～５月 31

８日

2020 年 4 月～ 2021 年 3 月

19 日

東海大学宇宙情報センターにて資料

24 日

参加（オンライン形式）
【2021 年１月】
８日

テレワーク体制①に移行（～３月31日）

21 日

大学史協東日本部会第 194 回幹事会、

第 121 回研究会参加（オンライン形式）
【２月】
パネル展示「アーカイブズってなぁ

２日

に？

整理作業（～ 20 日、於熊本県熊本市）
22 日

大学史協 2020 年度役員会／東日本部

ンパス５号館２階学園史資料センタ事務
室前廊下掲示板）

【11 月】
神奈川県資料室研究会 11 月例会参加

（オンライン形式）
【12 月】
10 日

全国歴史資料保存利用機関連絡協議

学園史資料センターの仕事」開始

（於神奈川県平塚市・東海大学湘南キャ

会第 192 回幹事会参加（オンライン形式）

20 日

全史料協関東部会第２回運営委員会

【３月】
東海大学総合資料センターにて資料整

８日

理作業（～９日、於静岡県静岡市）
11 日

大学史協東日本部会第 195 回幹事会、

会（全史料協）関東部会第 306 回定例研

第 122 回研究会参加（於東京都文京区・

究会（於神奈川県藤沢市・藤沢商工会議

印刷博物館／オンライン併用形式）

所／オンライン形式）
10 日

大学史協東日本部会第 193 回幹事会、

第 120 回研究会参加（オンライン形式）
23 日

東海大学短期大学部、東海大学総合

15 日 『東海大学学園史ニュース』No.15発行
31 日

東海大学学園史資料センター編『東

海大学資料叢書９

新制東海大学設立認

可申請書類（下）』発行
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東海大学学園史ニュース
１年ぶりのこんにちは！

学園におけるさまざまな制服の変遷を楽しく、きちんと紹

介する当コーナー。今回は看護師を目指す多くの学生が学んできた、医療技術短期大学
の実習着（ユニホーム）を取り上げます。
「医短」の愛称で親しまれた同短大は、2022
年３月で惜しまれつつ閉学となりますが……医短の歩みの一端を、ここに刻みます！

11th meeting

みんなで作った実習着。
ストライプのワンピ +
ビブエプロン

1974~1984
▲白の立ち襟には前方に切れ
目があり、後ろをボタンで留
める。胸元には飾りボタンが
あるほか、横縞になるよう生
地が切り替えられている

東海大学医療技術短期大学
学園史編纂員 徳原 彩恵

◉ 1974 年４月に開学した医短では、同月 24 日に
教員と学生による「ユニホーム制定委員会」を発足
させ（学生会の発足よりも先！）、１期生にデザイ
ン案を募りました。寄せられたデザイン画、約 20
点を貼り出して学生らが投票。３～５点ほどに絞り
込み、業者に試作品の作成を依頼。12 月７日に講
堂で学生をモデルとしたファッションショーを開催
し、再度投票、採用案を決定しました。今回の取材
で、ワンピース（小林寛美さん考案）とエプロン（乾
景さん考案）は元々まったく別の作品で、双方を組
み合わせたという経緯が分かりました。
ワンピースはスクールカラーでもあるブルーのス
トライプが清潔な印象。襟は白の立ち襟。胸元にカ
モメがデザインされたバッジを着けます。背中側に
腰まで開閉するファスナーがあります。半袖と七分
袖の２タイプがあり、どちらも袖口は白色です。常
にエプロンと合わせて着るため普段あまり目にしま
せんが、胸元に４つの白いボタンがついています（エ
プロンを留める、といった機能のない「飾りボタン」
です）。やはりエプロンに隠れがちですが、ウエス
トのベルト（調節機能のない「飾りベルト」
）がア
クセントとなっているほか、左右の腰にポケットも
あります。
◀エプロンは上下つな
がったデザインで、「ビ
ブ 」（bib ＝ 胸 当 て ） の
形状が特徴的。左右対称
の緩やかな曲線がハート
（愛の心）を表していま
す。ウエストは内側のひ
もで絞ることが可能。左
右には大きなポケット
が。▶肩ひもは背中でク
ロスさせます

1985~1990

（左上から時計回りに）ウエストの飾りベルトとポ
ケット／バッジも１期生（赤松史江さん）のデザイ
ン／男子の実習着は女子のものをアレンジし
てデザイン。ファスナーは前開き、左胸
にポケットが。白無地のパンツと合
わせる／ワンピースには七分
袖タイプも／キャップの
丸みを帯びた形状は、学生
たちの声を当時の杉森みど里講師が
取りまとめて採用。一枚の布を折っ
て、カフスボタンで留める

ブルー、試行錯誤を重ねて
▼ワンピースには長袖
タイプもありました。

◉ 1985 年度入学生から、ストライプ柄は無地の薄
いブルーへとリニューアルされました。しかし、年
度によって伸縮性のあるジャージのような生地だっ
たり、吸水性や防シワ性を重視した綿・ポリエステ
ル混紡のような生地だったりと、厚みや色合いがさ
まざまに変更されました。素材に関して試行錯誤を
続ける間に、デザイン面で学生や同窓生から変更の
要望が上がり、1990 年度入学生の着用が最後とな
りました。

◀ワンピーススタイルはそのままに、
ストライプから薄いブルーの無地に変
更。白の立ち襟は変わらず。ビブエプ
ロンは当初２年間は非着用で、学生か
らの要望もあって 1987 年度から復活
しました（新入生だけでなく、２・３
年生も着用）
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バッジは襟に着けてい
ます

▲ファスナーが背中から前側に移り、着脱し
やすくなりました。なお、写真で着用のエプ
ロンは学生個人の所有ではなく、小児病棟で
の実習の際に医短から貸し出していたもので
す◀男子の実習着に大きな変化は見られませ
んが、襟も本体と同じ薄いブルーの生地のよ
うです。この時期の男子の写真は少なく、大
変貴重なショットです

TES Archives News №16

復活のストライプ

1991~2004

2022. 3.15

▶女子ツーピース襟元。
白い丸襟、前中央にボ

◉ 1991 年度入学生から、実習着は再び初代のデザイ

タンが１つ。隠しファ

ンに戻りました。次の改定までの間にあった大きな変

スナーで前開きとなり
ます。バッジは安全に

更がナースキャップの廃止です。
衛生面への配慮などから、医療現場でナースキャッ

配慮し、2012 年度から
男女とも非着用に

プの廃止が進み、医短の戴帽式も 2000 年 10 月の第
27 回が最後に。ちなみに、戴帽式で女子がキャップ
をもらう代わりに、男子は左胸ポケットの「十字のラ
イン」をもらいます（式では仮留め、後に縫い付け）。
また、式で学生が胸元につけるコサージュは、医短

を卒業し、伊勢原の東海大学医学部付属病院に看護師
として勤務する先輩が、後輩のために手作りしていた
そうです。途中から、
“学園の母”とも呼ばれる創立
者の妻・松前信子夫人が愛したリンドウの花が用いら

▲ 2000 年 10 月 21 日に挙行された医短最後

れるようになりました。

の戴帽式（於湘南校舎・松前記念館講堂）

2005~ 時代に合わせ、ツーピースも選択可能に

◉医短の開学からおよそ 30 年。その間、実際の医
療現場で働く看護師のユニホームも、キャップの廃
止やパンツの導入など大きく変化しました。医短で
も学生からの要望もあり、2005 年度入学生より新
たな実習着が採用されました。女子はワンピースに
加え、上着とパンツに分かれたツーピーススタイル
も選べるようになったのが最大の変化です。
改定に向け、学内では「ユニホーム検討委員会」
が組織されました。「学生たちにはゼロから自由に
検討してもらおうと、さまざまな色や柄を提示しま
した。それでも結局、ストライプが選ばれたんです」
と語るのは、委員会に教員として参加した木村節子
講師。自身も医短の卒業生で、「伝統の重みを感じ
たのでしょうか。嬉しくもあり、誇らしくもありま
した」と振り返っています。

ポ
イ

▲女子ツーピース上着。左胸にはポケット
が。ウエスト部分は飾りベルトで、前後左
右にタックが１本ずつ入ってやや絞られた
シルエット。左右に大きめのポケットが付
いています。白いパンツはウエスト部分に
タック入り（ややゆったり）
・なしの２種
類から選べます

▶背面のベルトは女子
共 通 の 仕 様。 飾 り ベ ル
トに飾りボタンが２つ

◀ビブエプロン着用時の
バックスタイル

▲モデルを務めてくれたのは、左から相川遼さん、
島優香里さん、嶋﨑史華さん（いずれも 2019 年
度入学＝ 2021 年度３年生）。この学年でワンピー
スを購入したのは、島さん１人だけだったそうで
す（ツーピースと両方を購入）

▲伝統のブルーのストライプを継承しつつ、細部
が変更されたワンピース。白い襟はやわらかい印
象の丸襟に。襟元をボタンで留め、隠しファスナー
は前側（お腹まで）。袖は真横にタックが入って
ふんわりとしたシルエットになっています。初代
同様、必ずビブエプロンとセットで着用します
◀男子の実習着は白の立ち襟。前開きのファス
ナーは金属製で、女子（プラスチック製）とは
素材が異なります。左胸のポケットには紺色で
十字ライン。左右の腰ポケットは斜めに角度が
ついています。背面、ポケットの端より高い位
置に飾りベルトが縫い付け
てあり、左右に２本ず
つタックが。女子と同
様、白のパンツと合
わせます

▶カーディガンは 2017 年度より指定
化（男女兼用、希望者のみ購入）
。
濃紺色で、左胸に銀糸で
「T ウェーブ」と「TOKAI」の
刺しゅうが。さらに左上腕部
にアルファベットで個人名の
刺しゅうが入ります

❖ 11th meetingを終えて❖
実習着を着用した学生さんの写真は、学
内で模擬試験が行われた日に撮影しました。
国家試験を控えた大切な時期に、長時間に
わたる模試の疲れも見せず、快く取材に応
じてくださいました。その温かな心遣いに、
感謝です！
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file 11 ―野球殿堂入り記念― 松前重義・世界平和へのプレイボール
学園史編纂員

目七 哲史

学校法人東海大学の創立者・松前重義（1901 年～ 1991 年）が、2022 年
野球殿堂入り（特別表彰）に選出された。学生野球の振興に努めたほか、野
球のオリンピック種目採用を通じた、国際平和への貢献などが評価されたも
の。この機会に、松前と野球との関わり、野球を通じた平和への取り組みに
ついて紹介する。
＊本稿は Web 上に開設した「学園史デジタル展示室」にて、2022 年３月中に公開を予定して
いる同名の企画展のダイジェスト版です
https://www.tokai-archives.com/exhibition/ ▷

スポーツは平和の薬
松前重義は、幼少から熊本の自然の中で運動に親し
み、スポーツは何でも好きだった。中でも特に打ち込
あきよし

んだものが、柔道家の兄・顕義の影響で始めた柔道だ
った。松前は成長期に体躯を養う意義について、「あ
らゆる複雑な社会生活の中における現象に対して闘
いを挑むというときに、
（中略）困難を克服する力を
生み出す源となるのであります」❶と述べている。実
体験を通してスポーツへの認識を深め、スポーツへの
敬意をも抱いたことが、学園の教育の指針の柱として
の「若き日に汝の体躯を養え」につながったのである。
学園では、1964 年 10 月に開幕を控えた東京オリン

1976 年 6 月 11 日、東海大が全日本大学野球選手権大会で２度目の
優勝、胴上げされる松前重義

野球の振興

ピックに先駆けて、同年 8 月に全国の付属高校の生

終戦後、公職・教職追放を受けた松前は、学園の経

徒が東海大学湘南キャンパスに集い競い合うスポー

営に関わることのできない時期があった。その間、武

ツ大会「東海大学学園オリンピック」を開始した（現

蔵野文化都市建設株式会社の社長に就任し、野球場の

在はスポーツ部門と８つの文化部門、計９部門で実

建設に取り組んでいる。東京都武蔵野市に 5 万人を超

施）
。松前は学園のスポーツ大会に「オリンピック」

す観客を収容できる「グリーンパーク球場」が完成し

と名付けることで、近代オリンピックの生みの親で

たのは 1951 年５月。プロ野球の球団を招き、こけら

あるピエール・ド・クーベルタン男爵が提唱する「オ

落としの試合も行われた。球場を核とした総合運動場

リンピズム」――スポーツを通して心身を向上させ、

の建設計画もあったが、松前は追放解除に伴い社長職

さらには文化・国籍などさまざまな差異を超え、友

を退き、学園に復帰したため、実現には至らなかった。

情、連帯感、フェアプレーの精神をもって理解し合う

1964 年の東京オリンピックを契機に、全日本大学

ことで、平和でよりよい世界の実現に貢献する――の

野球連盟がエキシビション・ゲームの開催を決定し、

具現化に努めたのである。それは松前が「スポーツ

大学野球の振興を目指して全日本大学野球選手権大

は人類平和の先駆者である。人類が切望し続けてい

会の出場枠を拡げることになった。その意向に沿っ

る国際平和実現のための使命をスポーツは担ってい

て、松前は東海大学とともに東都大学野球連盟に所属

る。
」➋と述べていることからもうかがえる。

していた有志の計７大学と相集い首都大学野球連盟

❖野球殿堂❖公益財団法人野球殿堂博物館が日本の野球の発展に

を設立し、初代会長に就任する（同年６月の連盟発足

貢献した人物の功績を称え、顕彰するもの。1959 年創設で、競

から 1991 年８月の逝去まで）。1969 年には東海大学

技者表彰と特別表彰がある。特別表彰は、定められた条件と選考
要件に該当し、14 人の委員の投票で 75 ％以上を得票した人物が

硬式野球部が首都大学野球連盟の代表として全日本

認証される（今回の有効投票数は 11 で、松前は９票＝有効投票

大学野球選手権で初優勝。その後も首都大学野球連盟

の 81.8％を集めた）。殿堂入りした人物は、表彰レリーフ（ブロ
ンズ製胸像額）が博物館（東京都文京区・東京ドームに隣接）内
の殿堂ホールに掲額される。2022 年１月 14 日に発表された松前
重義ら３人を含め、これまでに 212 人が殿堂入りしている。

の加盟校は、同選手権や明治神宮野球大会で輝かしい
戦績を残し、学生野球振興の一翼を担っている。
松前は、1974 年には全日本大学野球連盟と日本学

出典（いずれも松前重義著）
：❶「スポーツで結ぶ民族と国家間の友情」
（『青春に生きよう―松前重義望星学塾講演集―』東海大学出版会、
1991年、
p122）
／❷
「オリンピックに想う」
（『東海大学新聞』 198
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生野球協会の副会長に就任し、翌年には第４回日米大
学野球選手権大会の日本選手団団長として渡米する
など、学生野球の振興に大きく貢献した。また、1971
年には日本高等学校野球連盟最高顧問に就任し、高校
野球の振興にも尽力している。高校野球について松前
は、
「選手だけでなく応援の生徒たちも、純真な心情
と純潔な魂を育くんでいくはずだと思うのです。その
意味では、少し欲ばっているかも知れませんが、全国
高校野球選手権大会にも、もっともっと多くの付属高
校に出てもらいたいと思っています。
」➌と語ってい

1989 年 9 月 1 日、モスクワ大学松前記念スタジアムにて日ソ米中４
カ国の学生野球大会の始球式。投手松前重義、捕手松前達郎

る。学園の付属高校 14 校（提携校含む）のうち、こ

リンピック参加を実現させるなど、スポーツ交流によ

れまでに 12 校が甲子園（夏の全国大会または春の選

る人々の相互理解と融和を図った。

抜大会）に出場して高校野球を盛り上げている。

そうした中、松前は 1975 年、第４回日米大学野球

首都大学野球連盟の 20 周年に際し松前は、
「学生野

選手権大会の日本チーム団長としてアメリカ・ロサン

球の振興、つまりは優れた学問とスポーツの両立を通

ゼルスを訪問。大リーグ・ドジャースのオーナーであ

じ、明るいスポーツ界の確立のために努力しなければ

るピーター・オマリー氏と会談し、野球のオリンピッ

ならず、しかもこれからは、国内における学生スポー

ク種目採用に向けて、ソ連・東欧諸国への働き掛けを

ツの振興にとどまらず、そのエネルギーを海外にも波

依頼される。松前はこれを快諾、1980 年に訪ソした

及せしめ、世界の平和と友好親善の道をひらくべく努

際にソ連側からも賛同を得た。

力すべき」❹と述べて、スポーツを通じた国際平和を
改めて指向している。

野球の国際化には社会主義国に野球場を建設して普
及させる必要があったため、松前はオマリー氏に「ア
メリカからソ連へ野球場を贈る」ことを提案した。し
かし、ソ連の政権交代などで話は停滞。代わりに松前
の紹介で中国・天津体育学院へ野球場が寄付されるこ
ととなり、1986 年に開場式が開催された。
翌 1987 年に松前は、東海大学と提携関係にあるモ
スクワ大学に野球場を寄贈することを決意、東海大学
校友会の支援を受けての球場建設が決定した。
1989 年９月１日に「モスクワ大学松前記念スタジ

1978 年 3 月 25 日、東海大とアリゾナ州立大の日米親善試合第４戦
で始球式のマウンドに立つ松前重義（於静岡・草薙球場）

野球場の贈り物

アム」の竣工式が挙行され、松前の提唱で日米中ソの
４カ国の学生による国際親善野球大会を開催。東海大
学、米マイアミ大学、中国天津体育学院、モスクワ大
学チームが 2 日間にわたって熱戦を繰り広げた。

松前の国際平和への活動は、戦後から東西冷戦の国

松前はそれから約 2 年後の 1991 年 8 月 25 日にこの

際的な緊張が続く中、文化や学術交流による民間外交

世を去った。葬儀にはオマリー氏や国際オリンピック

にも及んだ。1966 年にソビエト連邦（ソ連）・東欧諸

委員会のフアン・アントニオ・サマランチ会長（当時）

国といった当時の社会主義国と学術・文化交流を推進

ら、東西を問わず海外から多くの弔文が寄せられた。

する日本対外文化協会を設立。1979 年には、未来を

オリンピックでの野球競技は、1984 年のロサンゼル

担う若手研究者を日本の研究機関に招聘し、各国が抱

スおよび 1988 年のソウル大会でのデモンストレーシ

える課題を解決できる力を磨くとともに、日本と各国

ョンを経て、1992 年のバルセロナ大会から正式種目

の懸け橋として活躍できるよう支援することを目的

となった。2021 年、東京 2020 大会において野球が３

に、松前国際友好財団を設立した。さらに同年、松前

大会ぶりに実施され、日本が悲願の金メダルに輝いた。

は国際柔道連盟（IJF）総会で第３代会長に選出され

今回の松前の野球殿堂入りは、野球のオリンピック正

た。会長として IJF の組織改革を断行し、教育普及活

式種目採用に貢献したことも、選出理由の一つとなっ

動を推進して段位認定制度を導入。また女子柔道のオ

ている。

★

』 1984年６月20日＝第435号、特１面）／❸「高校野球偶感」
（『望星』1976年10月号、東海教育研究所、
p36～37）
／❹「連盟会長挨拶」
（
『首都大学野球連盟二十年史』
首都大学野球連盟、1985年、p2～3）
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資料提供者一覧
【個人】

2020 年 4 月～ 2021 年 3 月
入学センター入学課

【機関・団体】

青木智子

パナソニック汐留美術館

教学部学生課

阿蘇佳一

有限会社シイ・エム・ピイ

教学部資格教育課

尾郷良幸

学校法人東海大学

教学部高輪教学課

織田詩子

理事長室企画課

教学部九州教学課

神山高行

理事長室広報課

教学部札幌教学課

沓澤宣賢

理事長室学園校友課

伊勢原教育計画部伊勢原教学課

沓澤智子

総務部総務法務課

総合情報センター情報システム課

後藤俊郎

初等中等教育部初等中等教育課

国際教育センター

小林一雄

望星学塾

船舶管理室

曽田成則

通信工学同窓会

東海大学

谷卓見

大学運営本部学長室

内木英晴

大学運営本部高等教育室

東海大学短期大学部

内木英二

大学広報部企画広報課

東海大学医療技術短期大学

萩原伸介

大学広報部入試広報課

東海大学付属高輪台高等学校

橋本敏明

事務部事務課

東海大学付属市原望洋高等学校

村井正己

事務部施設管理課

東海大学校友会館

本山兼道

事務部清水事務部清水事務課

東海大学新聞編集部

森田博文

湘南事務課
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