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本の体育・スポーツ史とその特徴」と題して

行われ、今夏の感動冷めやらぬまま興味深く

拝聴させていただいた。以下、講演の概要と

感想を述べたいと思う。

1、オリンピックと日本

2、外来文化としてのスポーツ

3、スポーツ団体の成立

4、日本スポーツ界の構造的特徴

講演は資料をもとに上記の順に進められ、

はじめにこれまでのオリンピックの成績が確

認された。日本は先のオリンピックにおいて

史上最多となる金メダル27個を含む計58個

2021年10月7日、関西学院大学を中心と

した全国大学史資料協議会2021年度全国研

究会が、コロナ禍によりオンラインにて開催

された。東京2020オリンピック・パラリン

ピック競技大会の記憶も新しいなか、日本近

現代史を専門とする同大学文学部教授・高岡

裕之先生をお招きした基調講演は「近現代日

立教学院展示館　山本百合恵

高岡裕之先生のご講演を聞いて
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・山本百合恵「高岡裕之先生のご講演を聞いて」
・松原太郎「全国研究会に参加して」
・藤田佳久「福澤諭吉記念慶應義塾史展示館見学会から地方、そして愛知大学も見る」
・鈴木直樹「第126回研究会に参加して」
・全国大学史資料協議会2021年度総会記録
・全国大学史資料協議会2021年度役員会議事録
・全国大学史資料協議会東日本部会幹事会議事録
・全国大学史資料協議会東日本部会研究会記録
・全国大学史資料協議会東日本部会会員名簿

2021年10月7日（木）全国大学史資料協議会2021年度全国研究会基調講演
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のメダルを獲得し、国別金メダルランキン

グでは、米国、中国に次いで3位という好成

績を収めた。過去に遡ると、初参加となった

1912年ストックホルム大会から短期間でメ

ダルを獲得するレベルに達し、1932年ロサ

ンゼルス大会以降には国別金メダルランキン

グで10位以内の成績を数多く収めるように

なる。紛れもなく日本は、戦前からオリン

ピックという国際スポーツ大会で結果を残

してきたスポーツ大国であった。

しかし、陸上競技は古代ギリシア、テニス

はヨーロッパ貴族の遊戯から発生しているよ

うに、スポーツは明治時代以降に外国人によっ

て伝えられた外来文化であった。それではど

のようにして伝わり、受容され、短期間でス

ポーツ大国へと発展したのか。ここに近現代

日本スポーツ史の特徴が表れるという。

日本への伝播は主に、居留地の外国人、外

国軍人、外国人教師、YMCAなどからであっ

た。なかでも、1875年に英語教師として来

日したF.W.ストレンジは日本における近代ス

ポーツの父とされ、東京大学予備門学生への

陸上競技やボート、野球などの指導のみなら

ず学生スポーツの組織化を図り、今日の学校

における部活動の礎を築いたとされる。この

ようにして日本では、高等教育機関をはじめ

とする学校体系を通じて、スポーツが急速に

受容されていったという。

発展の契機は、オリンピック参加にあっ 

た。東洋初のIOC（国際オリンピック委

員会）委員となった嘉納治五郎によっ

て、1911年、当時のオリンピック参加条件

であった国内のスポーツ統括団体（大日本体

育協会、現・日本スポーツ協会）が設立され

る。これより各競技の統括団体（中央競技団

体）が設立されはじめ、国内のスポーツ組織

が整備されていった。更に日本初の総合ス

ポーツ大会で、国民体育大会の前身である明

治神宮競技大会が1924年より始まると、一

般参加者の推薦母体が必要となり、各地方の

統括団体（都道府県体育・スポーツ協会）も

設立されることとなる。このように受容母体

となった高等教育機関の学生を中心としなが

らも、明治神宮競技大会の影響から一般層に

も広がったことによる二重構造に、近現代日

本スポーツ史の大きな特徴を見て取ることが

できた。

大学史に携わる自身にとって本講演は、ス

ポーツと大学生の深い結びつきがより明確に

なり大変勉強になった。また、自校のスポー

ツの歴史を振り返る機会ともなり有意義で

あった。

立教大学でも戦前より非常に多くの学生が

スポーツに興じていた。「学生実態調査」

によると、一日に1時間以上スポーツをする

学生は、1938年には84.7％、1941年でも

73.7％にのぼり、大学生が日本のスポーツ

を牽引する時代にあって、立大生も世界レ

ベルで活躍していた。その一人、水泳部の新

井茂雄選手は、1936年ベルリン大会の競泳

800メートルリレーで金メダルを獲得した立

教初のメダリストであり、1944年にビルマ

で戦死した戦没オリンピアンとして知られ

る。

折しも太平洋戦争開戦から80年、講演を

通して自校のスポーツの歴史を振り返るな
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書、寄贈資料、部史などが中心である。学生

の研修会や野外実習の記録も1960年代頃か

ら保存されているということで、興味深い資

料である。課題としては組織的位置づけが不

明瞭で規程整備が十分でないことや専門員の

配置などを挙げられていた。

中川氏は「神田発信！　大学スポーツの

軌跡̶明治大学、専修大学、中央大学、日

本大学4大学連携スポーツ展報告̶」と題

し、2020年1月～4月に開催された4大学の

共催展について報告された。新型コロナウ

イルス蔓延の影響を受けて、同時に企画し

たシンポジウムは中止となり、展示期間中も

休館措置などが取られたために来場者の声を

十分に聞くことが出来なかった。成果として

は、1大学の展示よりもスポーツの時代的特

徴が表れていたこと、各大学の所蔵資料の共

通性と個性が明確となったことなどを挙げて

当初、2020年度に関西学院大学で開催予

定であった全国研究会は、新型コロナウイ

ルス蔓延の影響により2021年度に延期さ

れ、さらに対面での開催が困難という理由

で、10月7日（木）にオンラインで開催され

た。大会のテーマは「大学スポーツ史とアー

カイブズ」で、日本体育大学図書館課の宮原

柔太郎氏、中央大学広報室大学史資料課の中

川壽之氏、中京大学スポーツ科学部來田享子

教授の３報告の後、総括討論が行われた。以

下に各報告の概要と感想を記していきたい。

宮原氏は「『日体史料室』の紹介、史料収

集活動、大学史・部史との関わり等」という

タイトルで報告された。1991年に百年史が

刊行され、編纂時の収集資料をもとに百年記

念資料室を設置、その後、日体史料室と名

称を変更して現在に至っている。収集資料は

OPACを活用して整理しており、大学事務文

日本大学企画広報部広報課　松原太郎

全国研究会に参加して

2021年10月7日（木）全国大学史資料協議会2021年度全国研究会

か、コロナ禍も相まって、平和な日常の尊さ

を改めて認識させられた。最後になるが、こ

の様な講演を拝聴する機会をいただき、関西

学院大学をはじめとする関係各位の方々に心

より御礼申し上げたい。
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て同年５月にオープンした福澤諭吉中心の

「慶應義塾史展示館」での見学会に参加させ

１．2021年の年末、12月16日に、大学史資

料協議会の東日本部会主催研究会の一環とし

愛知大学東亜同文書院大学記念センター 前センター長
愛知大学名誉教授　藤田佳久

福澤諭吉記念慶應義塾史展示館見学会から地方、そして愛知大学も見る

2021年12月16日（木）研究会

いた。また、各大学のスポーツを網羅的に展

示したために展示のストーリー性が希薄と

なったこと、映像や音声資料を十分に活用で

きなかったことを課題とし、様々な枠組みで

の大学横断展示の必要性を指摘して報告を終

えた。

來田氏は、「大学スポーツミュージアムの

可能性̶中京大学における史資料の収集と利

活用を事例に̶」と題し、2019年開館の中

京大学スポーツミュージアムの概要につい

て説明された。同館は大学関係者のスポーツ

に関する顕彰にとどまらず、スポーツをテー

マに社会の歴史と多様性を考える学際研究・

教育の場として活用しているという。また、

ミュージアムとしてのコンセプトを明確化

し、6つのテーマを設けてそれに関係する資

料の収集につとめている。資料の収集につい

ては、将来的な寄贈を視野に入れた「デジタ

ル寄託」という制度を用いているとのこと。

「スポーツミュージアム」として明確なコン

セプトを持った収集、展示活動など、学ぶべ

きことが多い内容であった。

総括討論では、報告者への個別質問が中心

であったが、スポーツ関連資料の受け入れ方

法、ミュージアム来館者の問題意識や関心に

ついて、ミュージアムの設置場所などについ

て意見が交わされた。

大学スポーツの関連資料は、組織文書とは

異なり大学アーカイブズが収集しにくい対象

資料といえる。当課は３報告のように進んだ

取り組みを行っているわけではない。ただ、

大学スポーツ、とくに部活動資料の収集に

ついては、従来通りの手法ではあるが、「部

史」を編纂する時期に大学アーカイブズから

積極的な支援（情報提供）を行い、資料の整

理・保存のためには大学アーカイブズに託す

という選択肢があることを学内外に周知し続

けることが重要であると感じた。東京オリン

ピック開催に合わせて実施された今回の

テーマは、大学におけるスポーツ関連資料

の収集について、改めて検討する良い機会と

なった。
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ていただいた。実はこのオープンを知って、

これより前の秋に法政大学の最新技術を駆使

した大学史展示とともにこの慶應展示館へも

出かけており、私としては２度目の見学で

あった。愛知大学は上海にあった東亜同文書

院大学の戦後の引揚げ大学として1946年に

創設されており、1993年に東亜同文書院大

学記念センターを設置し、同98年には同セ

ンター記念展示室を主とした大学記念館内に

オープンさせた。この大学史協議会でも全国

と東日本の2回の大会、研究会を開催させて

いただいたことがある。展示室設置のさいに

は早稲田大隈記念館や國學院大學の展示を見

せていただいたが、各大学には独自の歴史が

あり、結局は独自に工夫することになり、展

示には試行錯誤し、今もそのさなかにある。

それだけにすでに開設されていた福澤研究セ

ンターにこのたび新たな展示館ができたとい

うことを知り、大変関心を持った。また、当

方の記念センターがその後文部省の「オープ

ン・リサーチセンター」のプロジェクトに選

択され、次期のプロジェクトにも選択されて

延べ10年間の助成を受けたときに、福澤研

究センターとの連携をお願いしたことがあっ

た。ただ当時、福澤研究センターは移転の最

中であり、こちらが遠慮がちになっていたの

が残念であった。そんな中、西澤教授と坂井

達朗名誉教授には大変お世話になった。特に

坂井名誉教授は、以前愛知大学の社会学の教

授をされており、慶應大学へ移籍後、福澤研

究センター長もされていて、1946年に愛知

大学での初代学長に就任された塾長出身の林

毅陸先生についてのご講演を愛知大学でお願

いしたりした。そこで今回は、私個人だけで

はもったいないので、愛知大学の当記念セン

ターの研究員の石田卓生、事務員の伊藤綾子

の二人も同行させていただいた。

２．見学に先立って行われた都倉武之准教

授の講演は展示室の開設までに至るご苦労話

と、展示内容への自画自賛的内容を極力避け

たとする研究者としての志の高さには共感で

きた。三田キャンパスは狭く学生増の中で教

室使用優先の当局の方針の中で、展示室は繰

り返し後回しにされ、やっと旧図書館の耐震

工事に伴う2階の旧会議室が手に入ったとい

う経過は、天下の慶應大学でも校史展示が容

易ではなかったということで、多くの大学に

も共感されたことであろう。

しかし、その分、福澤研究センターのこれ

まで長く蓄積されてきた研究成果が公表展示

されたものだと受け止めた。展示では、まず

ビデオで大きな流れを見せた後、福澤諭吉の

歩み、文明創造と学問の力、独立自尊の精神

と私立学校の矜持と苦悩、自塾と社会、など

の福澤諭吉中心のテーマが近代日本の展開と

つなげながら丁寧に展開され、特にその中で

福澤の名言など文字の力で表現したところに

独自の主張と迫力を感じ、そこにこれまでの
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研究蓄積も伝わってきた。

３．展示を見ながら、福澤が全国で果たした

教育普及と質の向上、門下生たちの地域振興

の果たした役割も垣間見えた。愛知大学の創

立拠点である東三河でもその一端が示され、

福澤の塾生として薫陶を受けた地元出身の

阿部泰藏（のち日本初の生命保険会社、明

治生命設立者）など地域の経済界をバックに

したリーダーたちは高等小学校もない時代に

早くも三河初の「宝飯（旧郡名）中学校」を

1881年に国府村に設立し、初年には約100

名の入学を受け入れた。すべて英書を教科書

にして義塾出の教員が教師になり、福澤もこ

の中学校を訪れている。しかし、森有礼文相

による1県1中学校令が出され、6年後閉校の

憂き目にあった。しかし、リーダーたちはそ

れにめげず、次は近代交通に着手し、1897

年の豊川鉄道（のちに飯田線として国鉄に買

収）と、その延伸を実現。しかも当時の阪急

の小林一三に負けないデパートや劇場も含む

3階建ての私鉄では先駆的な豊川ターミナル

駅建設、沿線にも一大公園を開発している。

塾生たちの先進性の開花であった。

4．最後に1946年に創立した愛知大学の初

代学長に塾長経験者の林毅陸が就任した件で

ある。1901年に上海に開学した東亜同文書

院（のち大学）は終戦の年1945年に上海本

校は閉学した（ただし、富山の呉羽分校は年

末まで存続）。最後の院長であり学長であっ

た本間喜一は戦時中に学徒出陣で意に反して

学生を戦場へ送ったことを反省し、帰国後設

立した愛知大学の初代学長には就任しなかっ

た。その際、呉羽分校の教員たちも含め、戦

後の新たな大学設立の趣旨に「国際平和」を

中心に掲げ、それを支えるべく「国際人の

養成」と「地域文化への貢献」を掲げた。と

りわけ「国際平和」の基調については、それ

にふさわしい学長が必要だったと思われ、本

間学長はその適任者に国際外交史の第一人者

で、慶應塾長の経験もある林毅陸を選んだと

思われる。紆余曲折はあったが、林は本間の

熱意に最終的に合意し、初代学長を引き受け

た。その研究上から見た適任役もあって、戦

後外地から引き揚げてくる書院生他の学生た

ちの受け皿の大学として愛知大学は、1946

年の8月には文部省で早々と内定され、同年

の11月15日に天皇の裁可印を得て旧制「愛

知大学」として公式に認可された。設立趣意

書は大学の神髄であることを考えると、林の

参加で、愛知大学の設立に福澤塾生の志も加

わっていたといえそうである。なお、林学長

は愛知大学の設立にかかわる中で、東三河、

豊橋地方のリーダーたちが福澤諭吉に強く

関係があることも知り、心通じたこともあっ

た。

5．以上、慶應義塾史展示館を2度にわたっ

て見学したことから得た、各地域へも及んだ

福澤近代史に刺激を受け、当地域からの思い
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院大學博物館の展示室は「考古学」「神道」

「校史」「企画展」の四つに分かれており、

大学の特色を反映したものとなっている。

これは、博物館が考古学については考古学標

本室（昭和3年（1928）開設）、神道につ

いては神道学資料室（昭和38年（1963）開

設）の資料を受け継いで設立されたことによ

るそうである。この点は、各大学博物館の成

り立ちや展示内容を類型化して考える上で興

味深い。

講演の後半は、コロナ禍における國學院大

學博物館の取り組みについての紹介であっ

た。今回提示された活動は大きく二つに分け

られる。

一つ目は、早期再開に向けた取り組みであ

る。國學院大學博物館は、2020年4月7日に

東京都などを対象とした緊急事態宣言の発出

を受けて、翌日から休館となった。その後、

早急に再開に向けた対策案をまとめ、感染対

策を実施したため、早くも7月2日に再開と

なった（開館日数・時間の縮小などの措置は

現在まで継続）。消毒用エタノールの入手、

観覧順路の整備、特別展示の延期など、苦労

がしのばれる報告であった。

二つ目は、YouTubeによる動画配信とい

う新たな活動を開始したことである。現

2022年1月18日（火）、全国大学史資料

協議会東日本部会第126回研究会が國學院大

學渋谷キャンパスの國學院大學博物館で開催

された。今回の研究会では、佐々木理良氏

（同館学芸員）による「コロナ禍における取

り組み」と題した講演、博物館見学、講演な

どについての質疑応答が行われた。また、今

回は会場参加とオンライン参加のハイブリッ

ド形式で実施された。

私は、國學院大學博物館に行ったことがな

かったので、思い切って会場参加を申し込

み、博物館を訪れた。エントランスを抜け、

展示室入口を入ると、その規模の大きさに驚

かされた。展示室の大きさは1600㎡を超え

るという。私は展示物に魅了されつつも、ま

ずは着席し、講演に耳を傾けた。

佐々木氏の講演の前半は、國學院大學博物

館の歴史や概要に関するものであった。國學

中央大学広報室大学史資料課　鈴木直樹

第126回研究会に参加して

2022年1月18日（火）研究会

を寄せさせていただいた。同展示館が今後も

刺激の発信地となりますように。改めて当日

の都倉准教授はじめ、見学などのお世話を頂

いた方々に感謝いたします。
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在、37本の動画がアップされている。驚く

べきことに、この動画は博物館学芸員らに

よって作成されているのである。最初は手

探りで撮影・編集を行っていたそうだが、最

近では2週間程度で撮影から投稿までをして

いるようである。動画編集で気を付けたこと

は、①1本当たりの再生時間を5分程度にま

とめる、②サムネイルに統一感を出す、③新

たな動画の公開を定期的に実施する、ことだ

そうだ。

そして、最後の報告スライドにあった、コ

ロナ禍の取り組みは「「コロナ禍だから」

「休館中をしのぐため」ではなく、変わら

ず“動き続けること”＋“新たな活動”という思

考で実現」という箇所には大変共感させられ

た。特に、動画配信により、博物館の知名度

は向上し、外国にも研究成果を発信できるよ

うになった。来館者の増加や海外への発信な

どは、コロナ禍以前からの博物館の課題で

あった。コロナ禍をきっかけに、新たな活動

を通じてこれらの課題に挑戦したことによ

り、徐々に成果が出ているのである。

展示見学は特別展コーナーから始まった。

特別展コーナーでは「アイヌプリ－北方に息

づく先住民族の文化－」と題する展示が行わ

れていた。近年、漫画やアニメの影響でアイ

ヌ文化に対する関心も高まっており、時宜に

適った展示だと思った。

その後、「校史」「考古学」「神道」の順

番で展示を見学した。「校史」の展示では、

國學院大學の設立母体である皇典講究所の初

代総裁・有栖川宮幟仁親王所用の品々が特に

目を引いた。華麗な装飾を施された食器な

どは、明治期の皇族たちの生活を彷彿とさせ

る。また、「神道」の展示も充実している。

神道に関する儀式・祭礼などは、文章などを

読んでもイメージすることが難しい。実際に

儀式や祭礼の様子を示した絵図や儀式・祭礼

で使用する道具などを見ることで、理解を深

めることができた。

最後の質疑では、特にYouTube配信に関す

る質問が多く寄せられた。動画編集の流れや

著作権などの権利関係処理の問題など、質疑

は多岐にわたった。

私は、大学史の業務に関わって日が浅く、

まだまだ分からない事も多くある。しかし、

今回初めて対面での研究会に参加し、新しく

知り合った人も多く、大変有意義であった。

様々な情報交換の場としても、この研究会

が機能しているのだろうと感じることができ

た。経験豊かな多くの人々と会い、こうした

研究会を通じて大学史に関する知識を吸収し

ていきたいと思った。そのためにも、新型コ

ロナウイルス感染症の早期の収束・終息を祈

るばかりである。
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2021年10月に関西学院大学で開催を予定
していた全国大学史資料協議会総会及び全国
研究会は、新型コロナウイルス蔓延の影響に
より、総会は書面開催、全国研究会はオンラ
イン開催となった。なお、総会の議題は報告
事項のみで11月1日に会員各位へメール配信
した。総会資料は以下の通りである。
（１）全国大学史資料協議会2021年度総会報

告書
（２）資料１　全国大学史資料協議会東日本

部会2021年度事業計画書
（３）資料２　全国大学史資料協議会西日本

部会2021年度事業計画書
（４）資料３　国立国会図書館インターネッ

ト資料収集保存事業からの依頼書及び
回答書

（５）資料４　全国大学史資料協議会2021年
度全国役員会議事録

（第200回全国大学史資料協議会東日本部会
幹事会）
日　時　2021年10月7日（木）
　　　　10時00分～10時30分

※Zoomによるオンライン開催
出　席（東日本部会）

神奈川大学（会計委員〈ウェブ担
当〉）、國學院大學（監査委員）、
淑徳大学（運営委員）、専修大学
（会長）、大東文化大学（運営委員

〈叢書・会報担当〉）、帝京大学（監
査委員）、東海大学（会計委員）、
日本大学（事務局）、武蔵野美術大
学（副会長）、明治大学（事務局）、
立教学院（副会長）、古俣達郎（運
営委員）
（西日本部会）
大阪女学院（副庶務校）、大阪大学
（幹事）、関西大学（広報担当校）、 
関西学院（部会長校）、同志社大学
（庶務校）、広島大学（会計校）、
桃山学院（幹事）、古野貢（幹事）

司　会　太田博之氏（同志社大学）
議　事
１．2022年度全国大学史資料協議会総会・

全国研究会運営の件
　東日本部会事務局・日本大学よ
り、2022年度総会・全国研究会の運営
について、次のとおり報告があった。
　通常であれば、次年度の総会・全国研
究会は全国役員会で報告できることがベ
ストであるが、コロナ禍の影響により、
まだ来年度のキャンパスの使用状況の見
通しが立っていない。そのため、現時点
では、次年度の総会・全国研究会は、
東京都または神奈川県の大学で10月初
旬に開催予定ということまでの報告にな
る。また、新型コロナウィルスの感染状
況が落ち着いていれば対面で開催したい
が、ハイブリッド開催あるいはオンライ
ン開催になる可能性もあることをご理解
いただきたい。
　報告のあった総会・全国研究会運営に
ついて承認された。

２．全国大学史資料協議会 2021年度総会開

全国大学史資料協議会
2021年度総会記録

全国大学史資料協議会
2021年度役員会議事録
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催の件
（1）報告
1）2021年度東日本部会・西日本部
会事業計画について
東日本部会事務局・日本大学よ
り、2021年度東日本部会事業計
画の変更箇所を中心に、以下の
とおり報告があった。
・2021年度全国研究会は、コロ
ナ禍の影響を受け、対面開催か
らオンライン開催に変更するこ
とになり、日程も10月7日のみ
に短縮しての開催となった。
・5月に法政大学において開催
予定であった2021年度東日本部
会総会・研究会は、当時、緊急
事態宣言が出されていたことか
ら、オンライン開催に変更にな
った。また、7月に開催された
研究会は、千葉大学において、
対面とオンラインの双方の形式
によるハイブリッド開催となっ
た。
・12月の研究会では、慶應義
塾史展示館の見学を予定してい
る。
西日本部会庶務校・同志社大学
より、2021年度西日本部会事業
計画の変更箇所を中心に、以下
のとおり報告があった。
・7月に中京大学において開催
予定であった第2回研究会は、
第4回研究会として12月に開催
することが決まっていたが、新
型コロナウィルス感染症の第6

波襲来が懸念されることから、
次年度に再延期することに決定
した。
・2021年度全国研究会は、オン
ライン開催で10月7日の一日の
みに変更になった。
・第3、4回幹事会は、オンライ
ン開催に変更になった。また、
第5回幹事会も、12月14日にオ
ンラインで開催することが決ま
った。

2）2022年度全国大学史資料協議会
総会及び全国研究会の開催につ
いて
東日本部会事務局・日本大学よ
り、次年度の全国研究会は東京
都または神奈川県の大学で10
月初旬に開催予定であり、会場
校・期日は決定次第連絡する旨
が報告された。

3）『研究叢書』第 22号の発行につ
いて
西日本部会広報担当校・関西大
学より、以下のとおり報告が
あった。
・第22号の発行は2022年10月
を予定しており、発行部数は従
来通り450部（東日本部会300
部・西日本部会150部）であ
る。
・2021年度全国研究会はオン
ライン開催のため、口絵や講演
者等の写真は無しとする旨が報
告された。また、総会は書面審
議のため、今号では目次に「総
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より、国立国会図書館からのイ
ンターネット資料収集等につい
ての申し入れを許諾したことが
報告された。

（2）総会の開催形式と通知方法
2021年度総会の開催形式は、新
型コロナウィルス感染症の影響に
より、前年度と同様にe-mail・
ホームページ等を用いた書面審議
とする旨、報告された。議題は、
本日の全国役員会内容を全国役員
会議事録により報告し、両部会
の総会で承認された2021年度事
業計画書を総会資料として添付す
る。
2021年度総会の通知方法につい
ても前年度と同様、東日本、西日
本の両部会の別に、会員へe-mail
等で総会資料を送付することが確
認された。なお、総会議案は報告
事項のみであり、採否の議決をと
る必要がないため、会員のe-mail
受信により総会は成立したものと
する。

３．その他
　東日本部会会計委員・東海大学より、
全国研究会を運営するにあたり発生した
経費（交通費・資料作成費・謝金等）は
両部会で按分する旨が説明された。その
ため、経費の詳細については、両部会で
の情報の共有が必要となる。また、経
費が発生しなかった場合でも、次年度の
決算の参考とするため、その旨を連絡し
てほしいとのことであった。経費につい
ては、研究会の講師と報告者1名の謝礼

会」の項目はもうけず、その内
容は「総会および全国研究会の
概要」で報告する予定である。
・全国研究会の総括討論の文字
おこしについては、外部に委託
する方針で進めることとする。
・参加記については、東日本部
会からは東京農業大学・畑川
氏、西日本部会からは同志社大
学・太田氏にご執筆いただくこ
とになっている。

4）大学史資料所蔵機関紹介ページ
の修正について
・東日本部会事務局・日本大学
より、東日本部会21会員、西日
本部会13会員の修正が5月末日
に完了し、経費については東西
両部会で作業費用を按分した旨
が報告された。
・大阪大学・菅氏より、今後の
大学史資料所蔵機関紹介ペー
ジ更新の頻度について質問があ
り、1～2年に1回の頻度で更新
予定であることが、東日本部会
事務局・日本大学より説明され
た。なお、住所や連絡先などの
変更で緊急を要する場合は、東
日本部会事務局・日本大学が個
別で対応する旨が確認された。

5）国立国会図書館インターネット
資料収集保存事業における全国
大学史資料協議会インターネッ
ト資料の収集・保存・提供につ
いて
西日本部会庶務校・同志社大学
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が発生していることが、西日本部会会計
校・広島大学より報告された。詳細は後
日、西日本部会会計校・広島大学より東
日本部会会計委員・東海大学に連絡する
ことが確認された。

第199回全国大学史資料協議会東日本部会幹
事会議事録
日　時　2021年9月16日（木）
　　　　13時00分～14時00分
場　所　Zoomによるオンライン開催
出　席　神奈川大学　國學院大學　淑徳大学
　　　　専修大学　大東文化大学　帝京大学
　　　　日本大学　武蔵野美術大学　明治大
　　　　学　立教学院　古俣達郎　檜皮瑞樹
議　題
（1）2021年度研究会について
・事務局（日本大学）より、研究会担当
及び記録担当について資料に基づき説
明があり、了承された。

・12月研究会（専修大学担当）は慶應義
塾史展示館で実施することが説明され
た。1月研究会（國學院大學担当）と3
月研究会（大東文化大学担当）につい
ては今後検討していくこととなった。

（2）2021年度全国研究会について
・事務局（日本大学）より、研究会当日
のスケジュール及び記録担当につい
て資料に基づき説明があり、了承され
た。

・東日本部会が担当である2022年度全
国研究会会場校について事前アンケー

トに基づいて検討された。来年度は新
型コロナウイルス感染症の流行状況が
不明であることに鑑みて都内近郊で行
うこと、事務局が会場候補に挙がった
学校に対し開催の可否について折衝に
あたることが提案され、了承された。

（3）その他
・会報担当（大東文化大学）より、会報
65号の編集状況について報告があっ
た。

・事務局（日本大学）より、年会費の徴
収状況について会計担当校（東海大
学）作成のメモに基づいて報告があっ
た。

第201回全国大学史資料協議会東日本部会幹
事会議事録
日　時　2021年12月16日（木）
　　　　12時30分～13時00分
場　所　慶應義塾三田キャンパス
　　　　東館ホール　〒108-8345
　　　　東京都港区三田2-15-45
　　　　※対面とオンラインのハイブリッド
　　　　　開催
出　席　神奈川大学　國學院大學　専修大学
　　　　帝京大学　日本大学　明治大学
　　　　古俣達郎
　　　　（オンライン）
　　　　淑徳大学　大東文化大学
　　　　武蔵野美術大学　立教学院
　　　　檜皮瑞樹
議　題
（1）2021年度研究会について
・事務局（日本大学）より、研究会担当
及び記録担当について資料に基づき説

全国大学史資料協議会
東日本部会幹事会議事録
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明があり、了承された。
・12月研究会担当（専修大学）より、
本日の研究会スケジュールが説明され
た。

・1月研究会担当（國學院大學）より、1
月18日（火）午後、國學院大學でハイ
ブリッド形式による開催が提案され、
了承された。幹事会を同日開催するか
どうかは、後日、各幹事校にアンケー
トをとった上で決定することになっ
た。

・3月研究会担当（大東文化大学）よ
り、会場校について意見が求められ、
明治大学博物館での企画展見学が明治
大学より提案され、了承された。

（2）2022年度全国研究会について
・神奈川大学より、2022年10月5日
（水）～7日（金）、神奈川大学みな
とみらいキャンパスで開催を検討して
おり、テーマ及び見学先は未定で、会
場の確保は年度末に確定するとの報告
があり、了承された。

（3）2022年度東日本部会総会について
・事務局（日本大学）より、会場につい
て意見が求められ、専修大学神田キャ
ンパスで開催を検討する旨の提案があ
り、了承された。

（4）その他
・会報担当（大東文化大学）より、66号
については、2月入稿、3月発行で進め
ている旨が報告された。

・事務局（日本大学）より2022年度役
員改選について説明があり、次回幹事
会までに各自検討することとなった。

第202回全国大学史資料協議会東日本部会幹
事会議事録
日　時　2022年1月20日（木）
　　　　13時30分～14時30分
場　所　Zoomによるオンライン開催
出　席　神奈川大学　國學院大學　淑徳大学
　　　　専修大学　大東文化大学　帝京大学
　　　　東海大学　日本大学　武蔵野美術大
　　　　学　明治大学　立教学院　古俣達郎
　　　　檜皮瑞樹
議　題
（1）2021年度東日本部会研究会について
・3月研究会担当（大東文化大学）よ
り、3月研究会は明治大学博物館で開
催することになっていたが、新型コロ
ナウイルス感染症の感染拡大により会
場の使用が難しくなったことから、3
月10日（木）に帝京大学博物館で開
催することに変更した旨の説明があっ
た。

・3月研究会会場の変更に伴い、研究会
担当が大東文化大学から帝京大学に変
更することが提案され、了承された。

（2）2022年度全国研究会について
・2022年度研究会のテーマについて意
見が求められ、各校で持ち帰り、次回
幹事会で再度検討することとなった。

（3）2022年度東日本部会総会について
・専修大学より、2022年度東日本部会
総会は6月2日（木）に専修大学神田キ
ャンパスで開催すること、会場は確保
したことが説明され、了承された。

（4）2022年度役員改選について
・2022年度役員について各校の意向を
確認した結果、持ち帰って検討し、
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次回幹事会で再度検討することとなっ
た。

（5）その他
・会報担当（大東文化大学）より、66号
については、予定通り2月入稿、3月発
行で進めている旨が報告された。

・事務局とホームページ担当校（神奈川
大学）より、協議会ホームページの不
具合の経過と対応について説明があっ
た。現在は復旧しているが、今後使用
していくうえでの問題がまだ残ってい
ることから、必要な点については相談
の上で改修等を行う旨が説明され、了
承された。

・事務局より、（株）国際マイクロ写真
工業社の喜好可南子氏から個人会員と
して入会の申込みがあったことが説明
され、次年度からの入会が了承され
た。

全国大学史資料協議会2021年度研究会
（第124回全国大学大学史資料協議会東日本
部会研究会記録）
テーマ　「大学スポーツ史とアーカイブズ」
日　時　2021年10月7日（木）
　　　　13時30分～17時00分
形　式　Zoomによるオンライン開催
出　席 〈東日本部会〉

愛知大学  お茶の水大学　学習院  神
奈川大学　関東学院　慶應義塾　國
學院大學　淑徳大学　女子美術大学
聖心女子大学　専修大学　大東文化

大学　玉川大学　中央大学　帝京大
学　東海大学　東京農業大学　東邦
大学　東北学院　東洋英和女学院　
東洋大学　日本獣医科生命科学大学
日本大学　法政大学　北海道大学　
武蔵野美術大学　明治大学　明星学
苑　立教学院　早稲田大学　阿部伊
作　亀谷篤志　古俣達郎　清水善仁
林慎一郎　古郡信幸
東日本部会＝36会員49名
（内訳：30大学43名、個人6名）
〈西日本部会〉
大阪女学院　大阪大学　関西大学　
関西学院　近畿大学　京都産業大学
神戸女学院　中京大学　同志社大学
梅花学園　広島大学　福岡大学　桃
山学院　立命館　九州大学　古野貢
谷口徹　小宮山道夫
西日本部会＝18会員40名
（内訳：15大学37名、個人3名）
総計＝54会員89名
（内訳：45大学80名、個人9名）

全国研究会テーマ
「大学スポーツ史とアーカイブズ」
司　　会　西日本部会庶務校　太田博之氏

（同志社大学同志社社史資料セ
ンター）

会場校挨拶　田中　敦氏
（関西学院学院史編纂室長）

講　　演　高岡裕之氏
（関西学院大学文学部教授）

演　　題　「近現代日本の体育・スポーツ史
とその特徴」

〔概要〕高岡氏の講演は、オリンピックでの
金メダルの獲得数から日本が戦前か

全国大学史資料協議会
東日本部会研究会記録
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ら世界でも有数のスポーツ国であっ
たとし、もともと「スポーツ」とい
う概念のなかった日本に外来文化と
してのスポーツがどのように定着し
たのか、また日本におけるスポーツ
の構造的特徴について論じたもので
あった。
まずスポーツの日本への到来は居留
地に住む外国人や外国人教師、外国
軍人によるところが大きく、1875年
に来日した英語教師のF.W.ストレンジ
は学生スポーツの組織化を図り、
「日本における近代スポーツの父」
と呼ばれた。また、軟式テニスなど
日本式スポーツも誕生した。20世紀
に入るとオリンピックへの参加の必
要からスポーツ団体が組織され、行
政の主導で全国的な組織へと発展し
ていった。そのような日本のスポー
ツの特徴として、(1)スポーツエリー
トとしての学生スポーツ、(2)学生ア
スリートの受け皿としての企業、(3)
ノンエリートのスポーツの存在を指
摘された。　　　　　　（桜井昭男）

報告１　宮原柔太郎氏
（日本体育大学図書館課）

「『日体史料室』の紹介、史料収集活動、大
学史・部史との関わり等」
〔概要〕宮原氏の発表は、「日本体育大学と

日体史料室の紹介」「収集方針とコ
レクション」「今後の課題」で構成
されていた。まず、学校史とともに
日体史料室設置の経緯について、時
系列を追いながら画像や史資料を紹
介しつつ説明がなされた。同大学の

百年史編纂作業で収集した資料を大
学に移管後、日体史料室において新
たな収集・整理・保存が行われ、規
程化やシステム整備などの現状につ
いて説明があった。課題としては、
「規程類の整備」「人員・施設」「収
集資料の拡大」「学内機関との連
携」の4つが示されたが、これらは史
料室の設置当初からの学内所管の変
遷や、組織的な位置づけなどにも起
因しているとのことである。課題へ
の改善案を明示しつつ、保存スペー
スの制約や資料の収集・公開の対応
など、今後の取り組むべき方針を示
された。発表は、同大学ならではの
所蔵コレクションやエピソードを織
り交ぜながら、史料室の活動と今後
の展望についての報告であった。

（渡邉卓）
報告２　中川壽之氏

（中央大学広報室大学史資料課）
「神田発信！大学スポーツの軌跡　－明治大
学、専修大学、中央大学、日本大学４大学連
携スポーツ展報告－」
〔概要〕中川氏からは、大学スポーツをテー

マにした、私立法律学校として神田
に関係深い4大学（専修大学・明治大
学・中央大学・日本大学、協力法政
大学）共催による展示会の報告がな
された。同展示の開催となった2020
年は東京オリンピック・パラリン
ピックイヤーであり、またそれら神
田の大学からはじめてオリンピック
出場選手が出て100年目にもあたる
ことから、展示はそうした大学のス
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ポーツの歴史やさらにはオリンピッ
クとの関わりを考察するものであっ
たという。報告では、詳細に展示構
成や特徴ある資料についての紹介
がなされ、新型コロナウイルス問題
への対応などで企画していたシンポ
ジウムの中止や会期の短縮もあった
が、大学横断的に資料を扱ったこと
で1大学の展示より時代の特徴や「共
通性」と「個性」が明らかになった
成果を強調した。一方、課題として
は、全時代的に紹介したためストー
リー性が希薄となり、映像や音声資
料といった実物資料の活用が少な
かったことを挙げたが、様々な大学
間で大学スポーツを共通テーマに設
定し多様なあり方を検討することで
寄与できる可能性を展望として延べ
報告を終えた。　　　　（齊藤研也）

報告３　來田享子氏
（中京大学スポーツ科学部教授）

「大学スポーツミュージアムの可能性
̶中京大学における史資料の収集と利活用を
事例に̶」
〔概要〕冒頭、大学スポーツミュージアム

は、大学史を包括する形で展示を
行っているミュージアムと、スポー
ツの歴史や多様性を研究・教育する
場を提供するミュージアムの2つのタ
イプに分類されるが、中京大学ス
ポーツミュージアム（以後、CUSMと
略）は後者のタイプであるとの説明
があった。
続けて、CUSMの運営体制や展示ス
ペースおよび内容、設立経緯、そし

て、実際にミュージアム内で流して
いる映像を見せながら、コンセプト
について詳細な話があった後、CUSM
における資料の収集・保存・管理方
法とその課題へと話が移った。その
なかで収集方法については、CUSM独
自の「デジタル寄託」という新たな
手法の、管理方法についてもCUSM独
自のシステムを活用した検索事例な
どの紹介がなされた。
最後に、スポーツ史資料の活用に
は、学際的研究の深化、専門性の高
い人材の育成、教育機関および地域
連携といった可能性が秘められてお
り、大学として果たすべき社会的使
命の一端を担うことができるという
話で報告を締めくくられた。

（瀬戸口龍一）
総括討論
司　会　太田博之氏（同志社大学同志社社史
　　　　資料センター）
〔概要〕今回の総括討論はZoomのチャット

欄に質問を募り、報告者がそれに答
えるという形式になった。
質問は、学生の各部活に対して資料
寄贈依頼をすることはあるか？　大
学内や大学を超えたネットワークな
ど国内外の広がりなどについて意見
や情報があるか？　デジタル資料が
散逸してしまった場合、公開活用は
どうなるか？　収集資料の範囲が広
く思うが、受入を断った資料の事例
はあるか？　学校の歴史、卒業生の
活躍、日本人の活躍などへの関心を
持つ人と、スポーツを通じた社会問
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題への問いかけに関心を持つ人は重
ならない部分もあると思うが、そこ
をつなぐ工夫で意識していることは
あるか？　など多く寄せられた。
最後に司会から報告者に、大学ス
ポーツ史とアーカイブズとは？　と
いう質問があり、各部署が持ってい
る史資料を一箇所でまとめて扱うた
めにデジタルを参考にしたい、各大
学がデジタルを活用し連携できれば
いい、そしてスポーツパーソンの育
成が大事な時代なので一緒に取り組
んでいければ素晴らしいということ
が語られ、討論を終えた。

（阿久津朋子）
閉会挨拶　副会長校　高橋和三氏
　　　　　（関西学院大学博物館事務長）

第125回全国大学史資料協議会東日本部会研
究会記録
日　時　2021年12月16日（木）
　　　　13時30分～16時30分
会　場　慶應義塾三田キャンパス
　　　　東館ホール　〒108-8345
　　　　東京都港区三田2-15-45
　　　　※対面とオンラインのハイブリッド
　　　　　開催
出　席　【対面】

愛知大学　青山学院　神奈川大学　
慶應義塾　國學院大學　専修大学　
中央大学　帝京大学　東海大学　東
洋英和女学院　東洋大学　日本大学
法政大学　明治大学　明星学苑早稲
田大学　北村和夫　古俣達郎　中村
青志　林慎一郎　古郡信幸

（西日本部会）甲南大学
（計31名）
【オンライン】
愛知大学　青山学院　お茶の水女子
大学　淑徳大学　上智大学　女子美
術大学　聖心女子大学　大東文化大
学　玉川大学　中央大学　東京農業
大学　東北学院　獨協学園　名古屋
市立大学　南山学園　日本獣医生命
科学大学　日本大学　武蔵野美術大
学　立教学院　檜皮瑞樹　（西日本
部会）大阪市立大学　広島大学　京
都産業大学　近畿大学　梅花学園
（計34名）　総計65名

司　会　瀬戸口龍一氏
　　　　（専修大学大学史資料室）
講　演　都倉武之氏

（慶應義塾福澤研究センター准教授）
「慶應義塾史展示室の設立経緯および現状と課題」
見学会
慶應義塾史展示室常設展示室・企画展示
室・三田キャンパス内の歴史的建造物など
質疑討論
見学会終了後、会場参加者・オンライン参
加者により実施
〔概要〕第125回研究会では、2021年7月に

開館となった福澤諭吉記念慶應義塾
史展示館（以下、塾史展示館と表記
する）の見学会並びに同館の設立経
緯・展示内容に関する講演が、対面
とZoomによるハイブリッド形式にて
開催された。
講演では、塾史展示館の展示を手掛
けた都倉武之氏により、「福澤諭吉
記念慶應義塾史展示館 設立経緯およ
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び現状と課題」と題した報告が行わ
れ、塾史展示館の施設概要、福澤時
代から2009年以降の清家篤・長谷山
彰両塾長時代に至る同館の設立経緯
と各種課題が解説された。同館の展
示に関しては、「塾史＝近代日本の
格闘そのもの」であるとのコンセプ
トのもと、福澤および慶應義塾の歴
史が全4章－「颯々」の章、「智勇」
の章、「独立自尊」の章、「人間交
際」の章－構成で展示され、「実
物」と「ことば」を重要視し、学外
にも通じる開かれた言葉で各種コン
テンツが制作されたことが報告され
た。また、展示の手法として、奇を
てらわない資料展示を主としながら
も拡張性のあるデジタルコンテンツ
も活用していることが紹介された。
見学会では２班に分かれて、塾史展
示館（常設展示室・企画展示室）、
三田演説館、北館、各種胸像・記念
碑など慶應義塾三田キャンパス内の
歴史的建造物等を見学し、講演会場
に戻った後、質疑応答を経て、閉会
となった。　　　　　　（古俣達郎）

第126回全国大学史資料協議会東日本部会研
究会記録
日　時　2022年1月18日（火）
　　　　13時30分～15時30分
会　場　國學院大學渋谷キャンパス
　　　　國學院大學博物館　〒150-8440
　　　　東京都渋谷区東4-10-28
　　　　※対面とオンラインのハイブリッド
　　　　　開催

出　席　【対面】
神奈川大学　國學院大學　淑徳大学
専修大学　帝京大学　日本大学　多
摩美術大学　中央大学　東洋大学　
明治大学　立教学院　北村和夫　齊
藤浩次　林慎一郎　檜皮瑞樹　古郡
信幸
（計18名）
【オンライン】
愛知大学　神奈川大学　関東学院　
淑徳大学　女子美術大学　大東文化
大学　玉川大学　中央大学　東北学
院　東洋大学　獨協学園　南山大学
日本大学　法政大学　武蔵野美術大
学　明治学院　立教学院　古俣達郎
（西日本部会）大阪大学　近畿大学
熊本大学
（計32名）　総計50名

司　会　渡邉卓氏（國學院大學校史・学術資
　　　　産研究センター）
講　演　佐々木理良氏
　　　　（國學院大學博物館学芸員）
「コロナ禍における國學院大學博物館の取り組み」
見学会　國學院大學博物館
質疑討論
見学会終了後、会場参加者・オンライン参
加者により実施
〔概要〕本研究会では、まず会長校である専

修大学瀬戸口氏より挨拶と趣旨説明
がなされた後、國學院大學博物館学
芸員の佐々木理良氏より「コロナ禍
における國學院大學博物館の取り組
み」というテーマで報告を頂いた。
佐々木氏の報告は、最初に國學院大
學博物館の設立経緯や入館者数の推
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移・属性などコロナ以前の状況につ
いての説明があり、続いて2020年
3月以降の開館状況や感染対策が紹
介された。また、コロナ下における
SNSでの「おうちミュージアム」や
YouTubeによるオンラインミュージ
アム（展示解説やミュージアムトー
ク）、古墳発掘調査のライブ配信な
どオンラインを活用した積極的な情
報発信の取り組み、「リアルとオン
ラインのハイブリッド」による発信
の意義について報告がなされた。質
疑では、SNSを活用した発信をめぐ
る諸問題（著作権や所蔵権の処理）
や、博物館展示とオンライン発信と
の連関性などが話題となった。

（檜皮瑞樹）

１　愛知医科大学　アーカイブズ・医学情
報センター（図書館）

２　愛知大学　東亜同文書院大学記念セン
ター（豊橋研究支援課）

３　青山学院　資料センター
４　跡見学園女子大学　IR・大学資料室
５　お茶の水女子大学　歴史資料館
６　学習院　学習院アーカイブズ
７　神奈川大学　大学資料編纂室
８　関東学院　学院史資料室
９　国立音楽大学　校史資料室
10　慶應義塾　福澤研究センター
11　恵泉女学園　史料室
12　皇學館大学　研究開発推進センター

13　國學院大學　校史・学術資産研究セン
ター

14　国際基督教大学　歴史資料室
15　国士舘　国士舘史資料室
16　国立女性教育会館　情報課
17　駒澤大学　禅文化歴史博物館大学史資料

室
18　芝浦工業大学　経営企画部企画広報課・

図書館
19　自由学園　自由学園資料室
20　淑徳大学　淑徳大学アーカイブズ
21　上智大学　ソフィア・アーカイブズ
22　女子美術大学　歴史資料室
23　成城学園　教育研究所（成城学園百年史

編纂室）
24　聖心女子大学　管理部（大学アーカイブ

ズ準備室）
25　聖路加国際大学　大学史編纂・資料室
26　専修大学　大学史資料室
27　創価大学　池田大作記念創価教育研究所
28　大東文化大学　大東文化歴史資料館

（大東アーカイブス）
29　拓殖大学　創立百年史編纂室
30　玉川大学　教育博物館
31　多摩美術大学　アートアーカイヴセン 

ター（AAC）
32　中央大学　広報室　大学史資料課
33　津田塾大学　津田梅子資料室
34　帝京大学　帝京大学総合博物館
35　東海大学　学園史資料センター
36　東京経済大学　図書館・史料室
37　東京女子医科大学　史料室・吉岡彌生記

念室
38　東京女子大学　大学運営部総務課　大 

学資料室

全国大学史資料協議会東日本部会
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39　東京電機大学　総務部（企画広報担 
当）

40　東京農業大学　図書館事務課
41　東邦大学　額田記念東邦大学資料室

（法人本部経営企画部）
42　東北学院　東北学院史資料センター
43　東北大学　史料館
44　東北文化学園大学　図書館情報事務室 

（学園史編纂室）
45　東洋英和女学院　史料室
46　東洋学園大学　東洋学園史料室
47　東洋大学　井上円了哲学センター・井上

円了記念博物館
48　獨協学園　獨協学園史資料センター
49　富山大学　アーカイブズ・総務部アーカ

イブ事務室
50　名古屋市立大学　大学史資料館（事務局

大学管理部　学術情報室）
51　南山学園　南山アーカイブズ
52　日本獣医生命科学大学　付属ワイルドラ

イフ・ミュージアム
53　日本女子大学　成瀬記念館
54　日本体育大学　図書館
55　日本大学　企画広報部広報課（大学史）
56　フェリス女学院　歴史資料館
57　法政大学　HOSEIミュージアム
58　北海道大学　大学文書館
59　武蔵野美術大学　法人企画グループ法人

企画チーム　大学史史料室
60　明海大学　浦安キャンパス　メディアセ

ンター（図書館）
61　明治学院　歴史資料館
62　明治大学　大学史資料センター
63　明星学苑　学苑連携推進グループ
64　立教学院　立教学院展示館

65　立教女学院　資料室
66　立教大学　立教学院史資料センター
67　立正大学　学長室大学史料編纂課
68　早稲田大学　大学史資料センター

以上機関会員68・個人会員34・名誉会員６

ご 案 内

全国大学史資料協議会および同協議会
東日本部会に関するお問い合わせ、入
会申し込みは、下記へご連絡ください。

【日本大学企画広報部広報課（大学史）】

〒102-8275
　東京都千代田区九段南4-8-24
　TEL：03（5275）8444
　MAIL：nuhistory@nihon-u.ac.jp
【明治大学史資料センター】

〒101-8301
　東京都千代田区神田駿河台1-1
　TEL：03（3296）4085
　MAIL：hismate@meiji.ac.jp

【大東文化大学　大東文化歴史資料館】
〒175-0083
　東京都板橋区徳丸2-19-10
　大東文化大学徳丸研究棟
　TEL：03（5399）7646

会 報 編 集




