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⑬

⑨ ⑧
⑥

④ 14 号館
⑤湘南クラブハウス

⑦

⑤湘南キャンパス
富士見通りたてものマップ

富
士見通りは東海大学湘南
キャンパスを東西に貫くメ
インストリートの１つ。そ
の名のとおり、よく晴れた

日には西方に雄大な富士山が望めます。
　キャンパスの全体像を構想したのは
当時学園の理事であり、工学部の教授
だった山

や ま だ

田守
まもる

です。近代日本を代表す
る建築家の一人として有名な山田につ
いては、日本武道館や京都タワービル
の設計者と言えば、より具体的なイメー
ジが湧くでしょうか。（P. ５参照）
　その山田が設計した校舎群が、この
富士見通り沿いにも並んでいます。Ｙ
字型の上に鉄塔を載せた１号館、大小
の扇を要の部分でつなぎ合わせた２号
館、直線と曲線が背比べをしているよ
うな３号館など、個性的な建物ばかり
です。直線で起伏の少ない富士見通り
ですが、ユニークな造型の校舎を眺め
ていると、何度歩いても飽きることが
ありません。
　また富士見通りには、本学の創立者・
松
まつまえ

前重
しげよし

義（1901 ～ 1991）に関する資料
を展示している松前記念館、中央図書
館のある４号館、学生食堂や売店が入っ

富士見通り
あの美しい曲線をもつ個性的な建物は
どのような経緯で建てられたのか？
見慣れたキャンパスの建物の歴史的な
由来とは

ユニークな建物はなに？

　今回の散歩は、キャンパス北東側の
①松前会館からはじめます。⑤湘南ク
ラブハウスに立ち寄り、富士見通りを
西側に歩いていきましょう。⑨１号館
前の噴水池でひと休み。⑩ 15 号館を見
てから、また富士見通りに戻り、⑫ 10
号館周辺へ。最後に北門から出て、⑭
同窓会館がゴールです。

④
③

②
⑭

た８号館など、近隣住民の皆さまにも
ご利用いただける施設もそろっていま
す。
　それでは、富士見通りを歩きながら、
それぞれの建物を詳しく見ていきま
しょう。

⑪
⑩⑫

①

⑥２号館
⑦松前記念館

⑩ 15号館
⑪８号館
⑫ 10号館
⑬ 13 号館
⑭同窓会館

⑧４号館
⑨１号館

①松前会館
② 11 号館
③３号館
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富士見通り

キャンパスの高台にある富士見通り
創立者・松前重義の思想と建築家・山田
守の設計が融合する貴重な近代建築群

霊峰富士の雄姿を望む

今
回の散歩のスタート地点
は、キャンパスの東の奥
の奥です。木々が生い茂
るこの周辺には、旧松前

記念館や松前会館があります。法学部
の学生が往き来している 11 号館には食
堂や図書館もあります。
　らせん

0 0 0

型のスロープが目をひく３号
館。エレベーターで最上階の 10 階まで
上がってみましょう。体力に自信のあ
る方は、階段やスロープで上がっても
OK です。富士山のある西側だけでな
く、すべての方角に絶景が広がってい
て、晴れた日には湘南の海を見られる
かもしれません。１階、あるいは４階
の渡り廊下から隣接する 14 号館に抜け
てみましょう。東門の外にある湘南ク
ラブハウスも歴史のある建物です。
　圧倒的なボリュームのある２号館は、
大小のホールで構成されています。大
人数を集める講義のほか、式典やコン
サートなどさまざまなイベントに利用
されています。

　松前記念館は創立者・松前重義の業
績に関する資料を展示しているほか、
地下の講堂で公開講座などが多く行わ
れています。中央図書館の入った４号
館とあわせて、近隣住民の皆さまにぜ
ひご利用いただきたい施設です。
　湘南キャンパスだけでなく、学園全
体のシンボルと表現しても過言ではな
いのが１号館です。屋上では開放的な
雰囲気が味わえます。
　噴水池を囲む坂を下って、屋内プー
ルやフィットネスセンターが入った 15
号館へ。８号館には学生食堂や書籍や
文具などを扱う売店、インフォメーショ
ンセンターもあります。
　橋を渡って、平塚市から秦野市へ入
ります。主に教養学部が利用する一帯
で、手前にあるのが 10 号館、奥にある
のが 13 号館です。展示会などに利用さ
れる S-PLAZA、デッサンなどに用

もち

い
るさまざまな彫像を保管する芸術資料
館も隣接しています。
　北門を出て横断歩道を渡った先にあ
るのが同窓会館です。２階に学園史資
料センターがあります。学園の歴史に
ついてご質問があれば、お気軽にお立
ち寄りください。
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建築家・山田守（1894 ～ 1966）

建
築家山田守は、1894（明
治 27）年、岐阜県に生
まれ、東京帝国大学（現 
東京大学）工学部建築学

科卒業後、逓
ていしんしょう

信省に入省。大学時代の
同級生らと新たな建築様式の創造をめ
ざして“分離派建築会”を結成し、日
本近代建築におけるパイオニアの一人
として活躍しました。曲面や曲線を
用いた個性的
で抽象的なデ
ザインの作品
を多く残しま
した。日本武
道館や京都タ
ワービル、東
京逓信病院、
永代橋、聖橋
などの設計で
知られます。

　東海大学の創立者・松前重義とは逓
信省時代からの盟友で、1951（昭和
26）年に本学の理事および工学部建設
工学科教授に就任。本学建学期の主柱
の一人で、学園創立期よりほとんどの
学園施設の設計を行いました。湘南
キャンパスの設計も手がけましたが、
３号館や武道館、松前会館が建設中
だった 1966（昭和 41）年６月 13 日に
病没。21 日に２号館において学園葬
が執り行われました。その斬新で独特
な設計は時に物議をかもしましたが、
没後 40 年を過ぎた現在、再評価の動
きが高まりつつあります。

　なお、湘南キャンパスは、近代建築
の記録と保存を目的とする国際学術組
織 DOCOMOMO（ドコモモ）の日本
支 部、DOCOMOMO Japan の 150 選

（2012 年３月現在）に、「東海大学湘
南キャンパスと校舎群」として選定さ
れています。

ワンポイント！
湘南キャンパスを知る上でちょっと豆知識

富士見通り沿いにある山田守先生像
　　　学園史資料センター発行

『東海大学湘南キャンパス
　散策ガイドブック～モニュメント編～』

個性的なデザインの
京都タワービル

参照
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02 11号館

　各階に教室、研究室があり、その他
４階と５階には 600 人と 400 人を収容
できる階段教室、1 階と 2 階に 50 万冊
の蔵書収納可能な図書館、地下 1 階に
学生食堂があります。1 階の図書館内に
ある展示室では、定期的に大学が所蔵
する貴重資料などの展示会が開催され、
好評を博しています。

03 ３号館

01 松前会館

　松前会館は創立者・松前重義著作の
印税、同じく還暦の際に寄せられた祝
金、および終戦直後、福島県翁

おきなじま

島に設
立された英

えいせい

世学園の残余財産で建設さ
れ、1966 年落成しました。英世学園と
は、松前が戦後すぐにデンマークの国
民高等学校を範とし、農村青年教育に
より敗戦後の日本復興を成し遂げようと
設立した法人です。しかし、松前が公職・
教職追放となり、事業の撤退を余儀なく
されました。
　鉄筋コンクリート２階建てで、１階に
は東側に突き出た円型の浴室のほかに
食堂や宴会場、２階には宿泊施設や集
会室、談話室が設けられています。現
在でも、教職員・学生・父兄・同窓生・
校友などの集会や憩いの場所として、ま
た宿泊施設として使用されています。
  建物の外観は、多彩な曲面や曲線が
使用され、山田守のこだわりや独創性
が色濃く反映されている建築物で、周
辺の植樹や築庭にも山田の配慮が行き
届いています。

【竣工】1966（昭和 41）年10月
【構造】RC（鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ）2 階建
【延床面積】1,328.58㎡

【竣工】1981（昭和 56）年４月
【構造】SRC（鉄筋鉄骨ｺﾝｸﾘｰﾄ）、一部 RC
　　　 ６階建地下２階
【延床面積】17,187.48㎡

　地下１階、地上 10 階建ての高層建築
です。新幹線の車窓からも見えるような、
東海大学の存在をアピールする宣伝効

【竣工】1966（昭和 41）年 11月
【構造】RC10階建地下１階塔屋４階
【延床面積】11,869.76㎡
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04 14号館

　各階には、視聴覚対応教室、ビデオ

05 湘南クラブハウス

　３階には、もと体育望星学塾（体育
会に所属する団体から選抜された学生
が塾生として主体性のある集団生活を
通し、研鑽する寄宿式の体育塾）があ
る建物でした。
　２階は、体育会をはじめ有志団体、
学科教員のゼミなどが、短期の合宿な
どで利用して、年間延べ１万人以上が
出入りをしていました。
　現在でも、学内外の各種団体の短期
合宿や宿泊などに利用されています。

【竣工】1992（平成４）年８月
【構造】RC５階建地下 1階
【延床面積】16,897.26㎡

果をも意図して設計されたようです。
　機能的には、教室や研究室のブロッ
クと、垂直動線を集約した“円筒”とに、
完全に分離されています。円筒の外通路
となるらせん

0 0 0

型のスロープは、自動車の
通行が可能な幅を持たせてありました。
そして、屋上は駐車スペースになる予定
でした。内側にはらせん

0 0 0

階段と、日本で
初めて導入した円柱形のエレベーターが
配されています。
　設計模型をみると
円筒の上に、山田守
が設計した京都タワー
ビルと似たデザインの
タワーを載せる構想が
あったことがわかり、
造型に対する山田の
強い思い入れがうかがえます。
　現在は文学部や政治経済学部の研究
室などとして利用されています。2011 年
度に免震など安全に関する工事がおこ
なわれました。 【竣工】1967（昭和 42）年５月

【構造】RC３階建
【延床面積】1,088.19㎡

プロジェクター設置教室、書道教室な
ど大小 70 の教室があります。地下 1 階
には、エントランスホール、カフェラウン
ジ、売店などが設けられています。湘南
キャンパスとしては初めてのエスカレー
ターが設置され、各階への移動がスムー
ズです。１階と４階に３号館との連絡通
路があります。
　また、同エントランスホールは地下を
感じさせないための吹抜け空間が導入
され、太陽光を充分に取り込み、明る
い雰囲気となっています。

３号館模型
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07 松前記念館

　1 階には、創立者・松前重義の世界
的な発明である無装荷ケーブル搬送装
置などの業績が展示されています。西側
には喫茶室も設けられています。2 階で
は、さまざまな企画展示が催されていま
す。地下 1 階の講堂は、同時通訳機、
モニターテレビなどを完備し、学術講演
会、講義、会議、映画・演劇・音楽会
などの会場として多目的に使用すること
ができます。

06 ２号館

　大小の扇が要の部分で結合したよう
な山田守によるデザインで、「扇形教室」
と呼ばれました。構造は屋根を除いて
すべて鉄筋コンクリート構造。大ホール
は固定席で約 3000 名、４階の補助席
をあわせれば約 3500 名を収容できま
す。ステージから遠ざかるにつれて机と
座席が高い位置に置かれる、いわゆる

「階段教室」です。
　大ホールには、当時最先端の視聴覚
設備「アイドホール」（大型スクリーン・
テレビジョンシステム）が採用され、多
人数による視聴覚教育の画期的な施設
として注目されました。

【竣工】1964（昭和 39）年 12月
【構造】RC４階建地下１階
【延床面積】12,595.15㎡

【竣工】1983（昭和 58）年 11月
【構造】RC２階建地下１階
【延床面積】16,897.26㎡

　大人数を対象とした講義のほか、各
種行事、講演会やコンサートなど、さま
ざまな用途で活用されています。

　富士見通りがある台地は王
お う じ の だ い

子ノ台と言われ、縄文・弥生時代などの遺跡として知
られています。キャンパス建設の頃から、何度も発掘調査がおこなわれ、多くの遺
物、遺構が出土しています。縄文時代では、住居跡や祭儀遺構という石を並べた配
石などが確認されています。また弥生時代では、数基の方

ほうけいしゅうこうぼ

形周溝墓が発見され、弥
生から平安時代の集落の存在も明らかになっています。これらの遺構に伴って出土
したものは、各時代の土器では瓶や壺、石器では石

せ き ふ

斧、石
せきすい

錘、石
いしざら

皿など、数百点に
のぼって特徴的な出土を示し、周辺の遺跡との関係などが、注目されています。
　そして、今なお、数多くの遺構がこの王子ノ台に眠っており、そうした悠久の歴
史の上を私たちは歩いているのです。

ちょっとひと休み 王子ノ台遺跡
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09 １号館

08 ４号館

　湘南キャンパス内に４つある図書館の
うち、最大規模の中央図書館がありま
す。カウンターは２階で、周辺市町にお
住まいの方や卒業生にもご利用いただ
けます。総蔵書数は図書約 47 万冊、雑
誌約 6000 種、視聴覚資料約１万 2000
点にのぼります。１階は教務・学務を取
り扱う教学課、また総務課などがあり、
多くの職員が働いています。総長室や学
長室もあり、湘南キャンパスの中枢とし
て機能しています。

【竣工】1967（昭和 42）年 12月
【構造】RC４階建地下１階塔屋２階
【延床面積】10,819.67㎡

【竣工】1963（昭和 38）年５月
【構造】RC４階建
【延床面積】14,566.27㎡

　真南に玄関を向け、３つの翼ででき

たＹ字型の独創的な外観は、湘南キャ
ンパスのシンボルです。山田守は、この
Y 字型のデザインを東京厚生年金病院

（1953 年竣工）で初めて用
もち

いました。
　設計段階では５階建てでしたが、工
期短縮や建設費削減などの理由から４
階建てに変更されました。そのため、５
階部分の増築にも耐えられる構造計算
がなされています。鉄塔は竣工から数カ
月遅れて建てられました。地面から屋上
までは高さ 30 メートル、屋上から鉄塔
の先端までは 37メートルあります。鉄
塔先端の海抜は 121 メートルです。
　中央にはらせん

0 0 0

型のスロープがあり、
１階から塔の屋上まで繋がっていて、台
車などを利用した運搬ができるように工
夫が施されています。各翼の端に階段
が設けられ、非常時には、バルコニー
をつたって、この階段から避難できるよ
うになっています。
　当初１階のＡ翼（西側）、Ｂ翼（東側）
はピロティでしたが、1966 年度から湘
南キャンパス
の学生数が大
幅に増 加し、
教室として利
用 するため、
壁で囲いを設
けて現在の形になりました。
　なお２号館が建てられる以前は「本
館校舎」とも呼ばれていました。学園
全体でもY 字型の建物は多く造られ、
湘南キャンパス１号館の他に７棟ありま
した。

１号館のピロティ
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11 ８号館

　斜面にあるため、１階、２階、３階、

12 10号館

　教養学部棟として用いられており、人
間環境学科と芸術学科音楽学課程の
研究室が多く入っています。３階部分に
は、大小に区切られたピアノレッスン室
やピアノ練習室があります。また「スタジ

【竣工】1970（昭和 45）年１月
【構造】RC４階建
【延床面積】8,226.24㎡

【竣工】1970（昭和 45）年５月
【構造】RC３階建地下１階
【延床面積】5,425.53㎡

それぞれに出入口がある、利便性に優
れた構造です。また北門から続く動線
上にあり、学内外のさまざまな人が集ま
る場所として活用されています。
　竣工当時から「協助会」という名称
で食堂や各種物品を販売する店舗が入
居していました。現在は運営組織が変
わり、学生食堂は「バブレストラン８」、
物品販売は「バブショップ」の愛称で親
しまれています。
　毎年春と秋、学期のはじめに教科書
を買い求める学生が列をなすのが紀伊
國屋書店です。もちろん一般書籍も取り
扱っており、一割引きで購入できますの
で、混雑を避けてご来店ください。
　このほかインフォメーションセンター、
キャリア支援課（旧就職課）、学生の相
談事に対応する「CLIC」もあります。

10 15号館

　地下 1階には、体育学部やクラブ活
動のためのトレーニングセンター、地上
1階にはエントランス、授業及び教職員・
一般学生のためのフィットネスセンター
や機能測定室などがあります。中 2 階
には採暖室完備の公認 25m温水プー
ルやリハビリ用温水プールが設置されて
います。
　2 階より上には、健康推進室や国際
教育センター、スポーツ医科学研究所な
どがあります。

【竣工】1995（平成７）年１月
【構造】RC８階建地下１階
【面積】15,388.64㎡
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13 13号館

　教養学部棟として、既設の 10 号館に
隣接する傾斜地を利用して建設されまし
た。13 号館の 3 階と、隣接する 10 号
館の 1 階がオーバーブリッジで連絡して
おり、スムーズに往き来ができます。
　この 13 号館には、教養学部国際学
科と芸術学科（美術学・デザイン学）の

14 同窓会館

　当初は「メーベンハウス」と呼ばれて
いました。学生食堂なども入っていまし
たが、1970 年に同窓会館と名称が変わ
り、結婚式や各種宴会の会場などとし
て利用されました。1972 年には折から
のボウリングブームを受けて 28 レーン
を備えたボウリング場が開設され、ピ
ンを模した巨
大な立体看板
もありました。
2002 年 の 閉
鎖まで、スコ
アを手書きで記入するのが難点でした。
　2003 年７月には東海大学出版会と学
園史資料センターが代々木校舎から移
転しました。現在の同窓会館は、学園
の施設に加えて、商用施設を含めた複
合施設として活用されています。

【竣工】1988（昭和 63）年３月
【構造】RC４階建地下１階
【延床面積】8,262.57㎡

【竣工】1966（昭和 41）年４月
【構造】RC３階建
【延床面積】4,651.92㎡

1972 年頃の同窓会館

オ・ソナーレ」は各種コンサートや演奏
会、講演会などの会場として利用されて
います。

　随時、作
品展や研究
発表会など
が行われて
いる小規模
な展示会場

の「S-PLAZA」や、デッサンなどに用い
るさまざまな
彫像を保管
する芸 術 資
料 館も併設
されて いま
す。

S－ PLAZA

芸術資料館

研究室、実習室等が主に置かれ、その
他視聴覚教室、写真スタジオ、シルク
印刷室、絵画室、窯造形室、図書館な
どが設けられています。



東海大学湘南キャンパス散策ガイドブック
～富士見通りたてもの編～　　

平成 24 年（2012）４月１日　初版発行
編集・発行　　東海大学学園史資料センター
　　　　　　　〒 259-1292　神奈川県平塚市北金目４－１－１
　　　　　　　　　　　　　　　　　　東海大学同窓会館２階
　　　　　　　TEL　0463－58－1211（代表）　内線：5251 ～ 5253
　　　　　　　　　　0463－50－2450（直通）
協　　　力　　東海大学事務部ファシリティ課
印　　　刷　　株式会社東海教育研究所

※本書の一部または全部を著作権法の定める範囲をこえ、無断で転載することを禁じます。




