湘南キャンパス
散策ガイドブック
モニュメント編

湘南キャンパス
モニュメントマップ
あの像や碑はなに？
あの像や碑、建造物はいつ、なぜ建て
られたのか？
何気なく見ているキャンパスに埋もれ
た風景の歴史的な由来とは
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⑥

富士見通り

東

海大学が平塚市と秦野市に
またがる湘南キャンパスを
開設したのは 1963 年のこ
とです。それからおよそ 50 年、キャ
ンパスは数々の変化を重ねながら、多
くの学生たちを迎え入れつつ、社会へ
と送り出してきました。また近隣住民
の皆さまにも憩いの場として、気軽に
足を運んでいただいています。
青空に映えるオレンジ色のタワーは
本学のシンボル。一歩キャンパスに足
を踏み入れれば、夏には緑に萌え、秋
には黄色の葉を落とすケヤキ並木が出
迎えてくれます。
その湘南キャンパスのそこかしこ
に、大小さまざまなモニュメントが建
てられています。普段から何度となく
目にしているけれど、気にも留めずに
通り過ぎていたモニュメントたち。そ
れぞれが持っているストーリーに触れ
るとき、今までとは違った景色がそこ
に広がりはじめます。
モニュメントは言葉を話しません
が、雄弁な歴史の語り部、証言者たち
です。さあ、彼らの物語をたずねる、
キャンパス散歩に出かけましょう。
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①正門門石
②鐘楼
③いちょう
①ソーラーパワーツリー
④武道館門
②４号館前の水栓
⑤星を仰ぐ青年の像
③蔵王の石
⑥中央通りロータリー
④松前重義博士胸像
⑦風力発電システム
⑤万葉歌碑
⑧給水塔
⑥山田守先生像
⑨天地有情の碑
⑦卒業制作石像
⑩泰山木
⑧松前会館定礎の辞
⑪人魚姫
⑨松前会館日本庭園の石塔
⑩旧松前記念館（松前重義博士旧邸） ⑫創立者・松前重義博士像
⑬噴水池
⑪望星塚

南キャンパスには、大小さまざまな通りが縦横に走っています。その
中でもメインの通りとなるのが、中央通りと富士見通りです。
今回の散歩は、南側の①正門から中央通りを北側に歩き、④武道館

周辺に立ち寄り、⑤総合体育館の前から中央通りの⑥ロータリー交差点をまっす
ぐに行って⑧給水塔まで歩きましょう。中央通りに戻り、ケヤキ並木を⑬噴水池
まで行きます。それから、坂を上り、富士見通りを東側へ歩いていきます。
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中央通り
ケヤキ並木と噴水池
キャンパスの象徴である中央通り
ケヤキ並木から噴水池までの周辺にあ
るモニュメントたち

総合体育館前から中央通りロータ
リーをまっすぐ行き、
「巨大てるてる

キ

坊主」の愛称で親しまれている給水塔
ャンパスを南北に貫く大通
りは「中央通り」と呼ばれ
ています。県道平塚秦野線

から入って、すぐにあるのが正門です。
道路が広くて左右にある門柱があまり
目立ちませんが、「東海大学」と書か
れた門石が建っています。
長い坂道を上った先にあるのが南門

に、明日の晴天をお願いしにいきま
しょう。中央通りに戻ってケヤキ並木
を北に進むと、噴水池が見えてきま
す。周辺にはモニュメントが目白押し
です。疲れたらベンチに腰掛け、芝生
に座り、小休止を入れながらそれぞれ
の由来を訪ねてみましょう。

01 正門門石

です。この門の手前、左側にも見所が
隠れています。未来の看護師たちが学
ぶ東海大学医療技術短期大学や、柔道
家、剣道家らがつどう武道館のある一
帯です。とりわけ武道館の門周辺には、
毎年、春になると見事な桜が咲き、日
本的な和の情緒を醸し出しています。
武道館門前の通用口をくぐり、総合
体育館に進むと、「星を仰ぐ青年の像」
が目に入ってきます。堂々たる体躯を
持ち、希望の星を見据えるその像は、
本学学生の理想を具現化した姿といえ

県道平塚秦野線から東海大学の南門
に続く道の起点にあるのが
「正門門石」
です。この道の整備に併せて 1969 年
に設置されました。この先から、約
50 万平方メートル（東京ドーム 10 個

ます。ぜひ一度、彼に会いに来てくだ

分）の広大な面積をもつ、湘南キャン

さい。

パスの敷地へと続いていきます。
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02 鐘楼

04 武道館門

湘南望星学塾（教師と学生が寝食を

1967 年、東京・日本橋の水天宮の改

共にし、学習や思想の薫陶を行ってい

築に伴い、本学の理事や学長を務めた

た寄宿舎。現在は医療技術短期大学の

故足利惇氏が、取り壊される門の保存

建物）の建設に伴い、1968 年に東海

を申し出ました。由緒ある古い門の保

大学連合後援会から寄贈されました。

存に相応しい環境を考慮して、本学に

鉄筋コンクリート６本柱構造で、幅 6

寄贈され、
ここに移築されたものです。

ｍ、高さ 4.5 ｍ、銅板葺き仕上げの釣
て ん ち うじょう

鐘堂です。「天 地有 情」と記された鐘

05 星を仰ぐ青年の像

がかかっています。

03 いちょう

若き日に汝の希望を星につなげ―
高い理想に向かう青年を描いた像で、
本 学 の 教 育 方 針 を 象 徴 し て い ま す。
鐘楼のわきに２本のいちょうの木が

1958 年の舟越保武氏の作品です。当

あります。1968 年春、湘南キャンパ

初、代々木校舎に置かれましたが、創

スで、第 1 回の“スカウト春のつどい

立 30 周年（1972 年）に向けて湘南の

い”が開催されました。当時のボーイ

１号館前から噴水池にかけての斜面中

スカウト日本連盟総長の久留島秀三郎

央部に建立され、1988 年に現在の場

氏らから本学に寄贈、植樹されました。

所に移設されました。
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06 中央通りロータリー

08 給水塔

南門からキャンパスに入ると、すぐ

実験棟北側に高さ 36m の高架水槽

にロータリーがあります。外灯につい

があります。この給水塔は鉄製で総重

た時計は、1984 年度の卒業生が寄贈

量が 46.8t、上部にある貯水槽は直径

したものです。

5.9m、総貯水量 97.9t で、くみ上げた

東海大学型直線翼垂直平軸型

07 風力発電システム

水をため、下に落ちる力で２階建ての
実験棟に飲み水用の上水を送る仕組み
になっています。

09 天地有情の碑

17 号館屋上の風力発電システムは、
東海大学の研究成果から生まれ、産学
連携による共同開発で製品化されたも
のです。コンパクトで風向きに関係な

1971 年、若くして不慮の死をとげ

く発電できる垂直翼が特徴です。2009

た、本学卒業生で応援団 OB の快男児、

年６月から学内への電力供給をしてい

山口多門氏の母校愛の遺志を生かして

ます。１日平均４kW/h（50W 蛍光灯

建てられました。山口氏は学生をはじ

10 灯を約８時間使用できる量）を発

め大学関係者から広く慕われていまし

電しています。

た。

中央通りのカフェテラスでは、発電
量をリアルタイムで表示しています。
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て ん ち うじょう

碑に刻まれた「天地有情」の文字は
創立者・松前重義の筆によります。

10 泰山木

12 創立者・松前重義博士像
天地有情

（1901～1991）

の碑の隣に
植えられて

たいさんぼく

いる泰 山木
は、1972 年
度卒業生 21
名の有志の

集い“若獅
子会”の寄
贈によるも
のです。
毎年５月の終わり頃、大きな白い花
を咲かせ、あたりに独特の芳香を放っ
て、季節の到来をつげてくれます。

11 人魚姫

創立 45 周年記念事業の一環として、
1988 年松前重義博士像が建立されま
した。この時の銅像は、風に向かって
立つ博士をイメージした羽織袴姿でし
た。1990 年、その銅像は熊本県にあ
る松前重義の誕生地に移設され、新た
に現在のステッキを持った背広姿のも
のになりました。
富永直樹氏の制作で、
全身の高さは 3.6m あります。

13 噴水池

デンマーク・コペンハーゲンにある
有名な人魚姫の銅像の２分の１の大き
さです。静岡県静岡市清水区の東海大
学社会教育センターの三保文化ランド
にあったものが、三保文化ランドの閉

この噴水は、キャンパス設計者で本

園で、2001 年２月頃に現在の場所に

学の理事を務めた故山田守が、防火の

移設されました。

ために１号館前に当時の消防法にか

なお、社会教育センターの海洋科学

なった噴水を建設し、寄贈したもので

博物館の前にも、1971 年にデンマー

す。その後、松前重義博士像の建立に

ク・コペンハーゲン市から寄贈された

ともない、日本庭園風に石を配した現

同じ銅像が置かれています。

在の形に改修されて今にいたります。
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富士見通り

記念館周辺に足を踏み入れると、大学

霊峰富士の雄姿を仰ぎ

森林浴にもおすすめのスポットです。

の構内にいることを忘れてしまいそう。

キャンパスの高台にある富士見通り
貴重な近代建築群の周辺にあるモニュ
メントたち

東

今回の散歩のゴールとして、帰りが
西にのびる「富士見通り」

てら北門から出て東側にある望星塚に

からは、よく晴れた日には

寄ってみましょう。エピソードに思い

富士の雄姿が拝めます。今

を馳せれば、本学と地域との関係だけ

日は富士山に背を向けて、見たくなっ

でなく、悠久の歴史を感じるかもしれ

たらときどき振り返りながら、西から

ません。

東へと散歩していきましょう。
富士見通りの西端は秦野市です。平

01 ソーラーパワーツリー

塚市との境をまたぐようにして橋が架
かっていることになります。橋のたも
とにはソーラーパネルを四方にはっ
た、人工的なツリーが建っています。
シンボリックなタワーを頭に載せた
１号館を左手に見ながら、さらに東へ
と歩いて行きましょう。足元に敷かれ
た石畳にも、知る人ぞ知るエピソード
が残されています。
この通りには本学の創立者・松前重
義と、その盟友だった建築家・山田守
の胸像が建っています。二人は今も、
キャンパスと行き交う人々を見守って
いるのです。
木々が生い茂った松前会館と旧松前
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2001 年２月に東海大学と太陽電池
および水素エネルギーについて共同研
究を行う地元企業が開発して設置した
ものです。高さ７m、幅５m で、中央
の電光掲示板にさまざまなメッセージ
を表示できます。再生可能エネルギー
研究の先駆的成果で、現在でも発電が
行われ、プラグを差せば誰でも利用で
きます。

02 ４号館前の水栓

04 松前重義博士胸像

４号館前には「なぜこんな所に？」

1983 年、創立 40 周年記念事業の一

という不思議な水栓があります。キャ

環として松前記念館が建設された時に

ンパスは、開設当初、構内だけでなく

同館玄関前に建立されました。制作者

周辺地域も舗装はされておらず、まさ

は、長崎の平和祈念像で有名な彫刻家

に「湘南砂漠」でした。雨が降るとぬ

北村西望氏です。

かるみ、泥だらけです。学生たちは長

同じ北村西望氏作の松前重義博士胸

靴で登校し、この水栓で汚れを落とし

像は、本学の母胎ともいうべき望星学

ていました。当時を知る卒業生たちに

塾（東京・武蔵野市）のほか、学園関

は、懐かしい水栓なのです。

係の諸施設に建立されています。

03 蔵王の石

05 万葉歌碑

４号館横の芝にある大きな石は

本学文学部日本文学科の卒業生たち

2001 年、創立者生誕 100 年を記念して、

が、学生時代の思い出にと集めた寄付

本学卒業生の松田勝彦氏が大学に寄贈

金をもとに、1976 年に建てられまし

したものです。地上高 1.9m、幅 3.6m、

た。高さ 1.7m、幅 90cm、奥行 50cm

奥行 1.8m、重量は約 24t あります。キャ

の黒みかげ石製です。創立者・松前重

ンパスを歩く若者に、この石のように

義の筆蹟で、
『万葉集』巻 14 所収の相

大きな希望を抱いてもらうことを願っ

模の国の歌が万葉仮名で彫られていま

て設置されました。

す。当初は３号館の手前にありました。
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06 山田守先生像

08 松前会館定礎の辞

山田守は、建学の主柱の一人で、学

松前会館は創立者・松前重義著作の

園創立期の建物設計をすべて手がけま

印税、同じく還暦の際に寄せられた祝

した。日本武道館や京都タワーなどの

金、および終戦直後、福島県翁島に設

設計者としても有名です。この胸像は、

立された英世学園の残余財産で建設さ

山田の遺徳を偲び、逝去した１年後、

れ、1966 年落成しました。英世学園

1967 年６月に建立され、後方には建

とは、松前がデンマークの国民高等学

立に協力した約 3000 名の名前が刻ま

校を範とし、農村青年教育により敗戦

れています。制作者は「星を仰ぐ青年

後の日本復興を成し遂げようと設立し

の像」と同じ舟越保武氏で、表の文字

た法人です。しかし、松前が公職・教

は創立者・松前重義の筆によります。

職追放となり、事業の撤退を余儀なく

（1894～1966）

07 卒業制作石像

されました。
松前会館は現在も学園関係者や来客
の宿泊施設・食堂に利用されています。

09 松前会館日本庭園の石塔

本学教養学部芸術学科の学生による
卒業制作の作品といわれています。当
時はキャンパス内のあちこちにこのよ
うな作品が置かれていたようで、1970
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年代に現在の「星を仰ぐ青年の像」の

松前会館から旧松前記念館に至る小

場所に設置され、1988 年にこの場所

道に石塔があります。
由来については、

に移ったと思われます。

現在不明になっています。

10 旧松前記念館

11 望星塚

東京・武蔵野市にあった創立者・松

キャンパス開設前、１号館 A 翼の

前重義の邸宅を 1964 年に移築したも

脇に、円型の古墳がありました。発掘

のです。当初は「松前記念館」と呼ば

を行いましたが、
棺や埋葬品類はなく、

れていました。この建物は、「湘南望

年代も不詳です。その古墳を北門の脇

星講座」などの講演会形式での生涯学

に移設保存し、
望星塚と名付けました。

習の場としても利用されました。

碑には校地提供者 210 名の名前を刻み

離れの茶室は、表千家茶道会などが
クラブ活動や茶会に利用しています。

番外編

謝意を表しています。1990 年に現在
の場所に移設されました。

敷石

２号館、４号館周辺から中央通り両側の歩道、松前会館
の庭やログハウス前などに敷かれた石は、かつて華やかな
東京都電の敷石として利用されていたものです。
キャンパス建設の計画を進めていた 1962 年当時、東京都
は時代の波に抗し切れず、いくつかの都電を廃止し、その
敷石の処分を検討していました。この情報を得た設計者・
山田守はキャンパスでの再生・活用を発案します。そして、
銀座・築地・新宿線などの敷石を東京都と交渉してほとんど
無料でもらい受けました。その数は、およそ３万５千枚にの
ぼります。この敷石の活用により、
「湘南砂漠」と言われたキャ
ンパスの環境は飛躍的に整備されました。
1999 年、目地の沈下が大きく歩きにくくなり、化粧直しし
て敷き直されました。形を変えたとはいえ、私たちは今日も
当時の敷石

長い歳月をかけて踏み刻まれた歴史の上を歩いているのです。
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