
no. 33
東大校友会ニュース

 contents

東京大学コミュニティ誌

第16回 東京大学ホームカミングデイ
創設140周年記念講演会同日開催

2

東京大学校友会支援基金のご案内6

同窓会だより
同窓会活動・設立レポート

8

U T o k y o
A l u m n i  

A s s o c i a t i o n
N e w s

September 2017

東大・本郷いまむかし9

東京大学校友会役員会開催報告4

写真で見る赤門の変遷12

TFTが変わります14



ホームカミングデイならでは。
特別な学びの場です
「漱石と魯迅、百年の“対話”」
漱石の孫、夏目房之介学習院大学教授と魯迅の
孫、周令飛魯迅文化基金会秘書長による対話お
よび日中両国四教授による講演です。

 「関節寿命の話
 －関節を長持ちさせるには－」
「体を鍛える」ために体節のジョイントである
関節を壊しては元も子もありません。関節を長
持ちさせる方法について考えます。

 FINANCIAL REPORT including IR-DATA 2016’
 第3回 東京大学定期株主総会
温かいディスクロージャーを目指して、東京大
学のH28事業年度決算の報告とともに東京大学
ほか、複数の大学におけるIRの取組を紹介し
ます。

 東大ママ門交流会
東大卒のママのコミュニティ主催。ワンオペ育
児、ワーママの悩みなど、子育て中のママの情
報交換の場です。妊娠中の女性、今後妊娠を考
えている女性も歓迎です。

ご家族も一緒に

東京大学ホームカミングデイ
「変わる」「変わらない」

1997年東京大学大学院人文社
会系研究科修了（文学博士）。日
本史学のなかでの専門領域は近
現代政治史で、外交と軍事の両
面から近代日本の特質を研究して
いる。1930年代の外交と軍事、
近代日本の天皇と天皇制などに着
目。

1993年東京大学薬学部卒。19 
98年に大学院薬学系研究科にて
博士号を取得。コロンビア大学特
別研究員、さきがけ研究員などを
経て、2014年より現職。専門分
野は大脳生理学。
海馬の研究を通じて、脳の健康に
ついて探究している 。

1997年オックスフォード大学博士号
（社会学）取得。国立社会保障・
人口問題研究所室長、筑波大学
大学院システム情報工学研究科
助教授、東京大学大学院人文社
会系研究科准教授を経て2010年
より現職。社会階層論、少子高
齢化と家族の変容、社会保障制
度を研究。

加藤陽子
Yoko Kato

池谷裕二
Yuji Ikegaya

白波瀬 佐和子
Sawako Shirahase

創設140周年　記念講演会／安田講堂

東京大学大学院
人文社会系研究科教授

東京大学大学院
薬学系研究科教授

東京大学大学院
人文社会系研究科教授

司会

Theme

「 東大の歴史、
 日本の歴史」

Theme

「脳の現在と未来」

10月21日
（土）

第16回

卒業生はもちろん、ご家族も
一緒に楽しめるイベントをご紹介します。
東京大学の「いま」を知り、未来を語る、
そして懐かしのキャンパスを探訪。
あらためて知る東大などなど…。
新たな発見があるかもしれません。
詳細は随時、HPに掲載します。

次第

五神真総長挨拶

大塚陸毅東京大学校友会会長挨拶

記念講演会

東京大学キャッチコピープレゼンテーション

10:30 ～ 12:30
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1993年入学/97年卒業/97年院入学
99年医・獣医卒

1983年入学/87年卒業/87年院入学
89年医・獣医卒

1973年入学/77年卒業/77年院入学
79年医・獣医卒

公開します。
 スペシャルキャンパスツアー
現役学生のガイドによる人気のツアーです。各
自個性ある解説で、変わることのない赤門、
三四郎池などの名所、歴史的建造物、最新施設
をご案内する約60分のコース。

 総合図書館別館ライブラリープラザ見学
5月に竣工したばかりのスペース。地上にある
噴水底が天窓の役割を果たし、太陽の光が地下
1階の底面に広がっていきます。この機会にご
見学ください。

東大が誇る貴重な蒐集の
数々をご覧ください

 資料でみる東京大学140年の歴史／文書館
東京大学が保存する貴重な文書等を安田講堂内
で展示します。創設140周年を迎えた東京大学
の歴史を感じてください。

 特別展示「人類先史―曙」／総合博物館
エドワード・モースのコレクションなど、明治
期に蒐集された人類学、先史学標本のミニ展示。

 特別展示「最古の石器とハンドアックス
 ―デザインの始まり」／総合博物館
世界最古の石器（エチオピア出土）から「出アフ
リカ」を成し遂げた人類の石器まで、初公開展示。

 フリードリンクコーナー
飲料メーカー等から協賛いただいたドリンクを
ご賞味ください。（なくなり次第終了）

 利き酒会／東大蔵元会
東大に縁のある蔵元11銘柄が一同に出店しま
す。選りすぐりの日本酒を一杯100円からご用
意。日本酒の造り手たちがお待ちしています。

 世界でひとつのペットボトルを作ろう
ペットボトルのラベルに好きな絵を描いて、自
分だけのオリジナルペットボトルが作れます。

 安田講堂音楽祭
東京大学の音楽系サークルOBOGと現役学生に
よる贅沢な演奏会です。最後に東京大学の歌
「大空と」「ただひとつ」を皆さんと一緒に歌い
ます。

 のびのび広場
親子連れ卒業生向けの憩いのスペースです。お
となも子どもも一緒に遊びましょう。

普段は立ち入れない場所が
特別公開

 懐徳館庭園一般公開
2015年3月、国の名勝に指定。 旧加賀藩主前
田氏本郷本邸に起源を持つ庭園です。普段は非
公開ですが、ホームカミングデイ当日のみ一般

スポーツもあります !
 ソフトラクロスを楽しもう

30年前東大生達がアメリカから日本に伝えた
スポーツ「ラクロス」。子どもからおとなまで
楽しめます。

 サッカー交流試合
かつての名手たちが華麗なプレーを展開します。

140年の歳月
創設140周年記念講演会同日開催

利き酒会／東大蔵元会 懐徳館庭園一般公開 総合図書館別館ライブラリープラザ見学安田講堂音楽祭

20周年学年会

20th

30周年学年会

30th

40周年学年会

40th

東大HCD　2017 検索

あなたも該当していませんか？
学部・学科を超えた同窓会です。
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指定国立大学法人化のなか
全世代が連携して変革を駆動する大学に

五神真総長

た。3月末に公募の締め切り
があり7大学が応募し、6月末
に東京大学を含む3大学が指
定されました。これがどうい
う制度かと言いますと、より

京大学校友会役員の皆様方におか
れましては、日頃、東京大学の為に

ご支援を賜り、また、本日はご多用の中お
集まり頂きありがとうございます。昨年７月
の本役員会からの出来事として、皆様ご存
じのように、昨年秋に発表されたノーベル
生理学・医学賞で本学出身の大隅良典先
生が受賞されたことは大変喜ばしいことであ
ります。大隅先生は、理学部で助手、講師
を勤め、その後教養学部で助教授として新
しい研究室をスタートしたときにオートファ
ジーの研究を始められたということで、一
昨年の梶田先生に続き2年続けて本学での
研究がノーベル賞につながったということは
きわめて誇らしいことであります。大隅先生
には本年2月に特別栄誉教授の称号を本学
からも授与させて頂きました。また、4月の
入学式では、大塚会長とともに、大隅先生
に来賓としてご出席頂き、祝辞を頂きました。
大隅先生にしても梶田先生にしても研究自
身は基礎的な研究で何かの役に立つという
ことは当初は全く見えなかった、そういうも

東 のを長年育むことができたという東京大学
の過去の活動というものがいかに重要であ
ったかということを実感するとともに、それ
が現在非常に難しいということを再確認し
ているところであります。大隅先生と私はほ
ぼ同時期に理学部で助手をしておりました
ので、その当時経済的には今よりはるかに
貧しく実験装置もぽんと買える時代ではな
かった、しかしその中で基礎的なことを
curiosity drivenでじっくり研究するという
環境が当時はあった、今そこが失われてい
るのではないかと危惧しているところであり
ます。
　私が総長になって3年目でありますけれど、
特にこの2年間世界が大きく動いていると感
じています。地球環境の劣化とか資源枯渇、
地域間格差も深刻さを増している、そうい
う中で大学が何をやっていくか。次の世代
の学生を送り出すというだけではなく、す
でに送り出した人たちをも巻き込んで一緒
に変えていくという駆動力にならないとこの
スピード感の中で埋没してしまうのではな

東京大学校友会は 2017年 7月7日（金）、
本郷キャンパス本部棟 12階大会議室において、役員等 30名が出席し 2017年度役員会を開催しました。
大塚陸毅会長挨拶、五神真総長挨拶、松木則夫副会長（理事・副学長、卒業生室長）による活動報告に続き、
審議事項として「校友会の寄付金増強策」、「校友会の認知度向上・在学生向け支援策」について
神澤俊介事務局長より説明があり承認されました。

東京大学校友会役

自立的に経営をするようにということで、東
京大学はさまざまな形でストックがあります
が、それをもう少し能動的に使ってよいの
で自立してしっかりしなさいということであ
ります。東京大学のストック、例えば不動
産資産だけでも日本の国土面積の千分の
一、時価額で1兆何千億ということで、現
在は維持費が出なくて負担になっていて運
営費交付金の人件費財源を圧迫する状況
になっているわけですが、負担から活用に
転換するための経営力強化が求められてい
ます。これは現在大学に在籍している教職
員だけではできる技ではありませんので、
OBの幅広い人脈、知恵を活用して実際に
負担を活用に変えていくことが問われてい
ます。また、民主主義とか資本主義そのも
のが不安定化している中で東京大学を起点
としてよりよい方向の道筋を示していくこと
が求められています。今お配りした一枚紙
に方向性・決意を述べておりますので、ぜ
ひご支援をいただきたいと思っています。
　大塚会長には昨年7月のご就任以来、精
力的に東京大学校友会の運営に携わって
いただきました。卒業式、入学式にも来賓
としてご出席賜り深く感謝いたします。東
京大学校友会の組織、活動基盤の拡充は
目を見張るものがありますが、さらに認知
度を高め東京大学に関わる全世代の人たち
が連携協力して社会を良い方向に変えてい
く駆動力になる活動にしていきたいと思っ
ておりますので、ぜひいろいろな見地から
ご指導を賜りますようよろしくお願いいたし
ます。

いか。日本はかなりのスト
ックがありますのでそこを

いかに活用して世界に発信
し世界全体を良くすること
に貢献するか、その中心と
して東京大学の役割はます
ます大きくなっていると思っ
ております。
　本年4月に国立大学法人
法が改正され指定国立大
学法人制度が導入されまし
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校友会の認知度向上、
財政基盤の強化が課題

東京大学校友会会長　大塚陸毅

キーワードは「産学協創」であり、大学と
社会が新しい価値創造に向けて協力してい
くことを強調しておられます。東大校友会
と致しましては、このような産学協創を十
分バックアップして行く為にも、組織・活動
基盤に加えて、財政基盤の強化が緊要であ
ります。
　そこで、昨年来、独自財源の開発に注力
致しており、昨年7月の役員会では、有料
広告の募集・掲載を了承頂きました。その
後2回発行された東大校友会ニュースや秋
のホームカミングデイのパンフレットに、
様々な企業や団体が広告を掲載して下さり、
400万円を超える収入が生み出されました。
本日の役員会では、「東京大学校友会活動
支援プロジェクト」への寄附金増強を、議
題に上げております。今後、東大校友会の
財政基盤を強化し、大学予算への依存度
を下げて行けるようにする為には、広告収
入のみでは不十分で、寄付金の募集が必
要であり、来年以降は、会費の徴収も検
討すべき時期になったと考えます。
　東京大学校友会は、認知度の向上、財
政基盤の強化という中期的な課題を抱えて
おりますが、役員の皆様におかれましては、
引続き、校友会を強力にご支援下さいます
よう、宜しくお願い致します。さらに、卒
業生の代表として、機会あるごとに大学に
対し、忌憚のないご意見を頂きますれば幸
甚に存じます。

日は、皆様ご多用中のところ、ご出
席下さいまして誠に有難うございます。

また、平素より東京大学校友会へのご支援
を頂き、御礼申し上げます。本年は、東京
大学創設140周年の記念すべき年でありま
す。その記念イベントが、10月21日のホー
ムカミングデイ当日に開催されます。2004
年にスタートした東京大学校友会は若い団
体ですが、この13年間に、国内外で組織・
活動の基盤を急速に拡充して参りました。
本年6月末現在の登録団体数は293団体、
このうち海外同窓会は、51団体に達してお
ります。オンラインコミュニティ（TFT）の
登録者数増加に注力して来た結果、TFT
の個人登録は4万2千人を超えました。 
　東大校友会のスタート当初は、登録団体
からの名簿入手による卒業生の把握率向上
や、卒業生を対象にした卒業生連携プログ
ラムに注力致しました。存命卒業生約20万
人の把握率は55％に達する一方、卒業生
連携プログラムも、ホームカミングデイを始
め、様々な分野で内容が充実し、定着して
おります。近年は、卒業生のみならず、在
学生にも目を向け、体験活動プログラムの

本 企画提案、知の創造的摩擦プロジェクトの
定例開催、留学生との交流、在学生の就
職面接指導、等を実施しております。国内
外の卒業生団体や卒業生個人の貢献、ご
協力の賜物であり、感謝申し上げます。
　このように、東京大学校友会は組織・活
動基盤を拡充して参りましたが、一方で、
どれだけの卒業生や在学生に認知されてい
るかという点では、未だ不十分であります。
この為、昨年来、卒業生予備軍である在
学生の 校友会に対する認知度を向上すべく、
色々な方策を立案、実施してきました。私
自身も、五神総長のご了解を頂き、今春、
校友会会長として初めて、卒業式及び入学
式に来賓として出席致しました。また、4月
には、東大校友会主催で、入学生歓迎パ
ーティを初開催しました。本日の議事では、
東大校友会の認知度向上・在学生向け支
援策が上程されており、役員の皆様のご了
解・ご支援を頂きたいと存じます。
　東京大学では現在、五神総長のご指導
の下、行動指針「東京大学ビジョン2020」
に基づき、「知の協創の世界拠点」として
の改革が進められております。その一つの

員会を開催
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役員からのご意見の中から
役員から出されたご意見・ご質問の中からいくつか紹介します。

新入生歓迎パーティはとてもいい会だったので今後さらに充実させていただきたい。
来年はもっと立看板をつけてください。

校友会への寄附募集をされるということですが、振込用紙は細かく見ると寄附目的
の書き方が違っていてわかりにくい。卒業生の目線で見るとどうかということを基
本に整理された方がいいのではないか。

卒業生の把握率55%を前提とすると、私の地域の同窓会は4%弱しか組織できてい
ないことになり愕然とする。校友会の11万人が電子データになっているのであれば、
うまく活用できないものか。

東京大学は海外協定校に関しては留学したい学生のために助けを提供しているよう
ですが、協定校以外の場合は学生ビザを取得するための援助が受けられていないと
聞いた。留学生を増やすためいろいろやっているのでしょうが、実際上は隘路があ
るらしい。どういう改善策がとられているのか教えていただきたい。

同窓会と校友会の違いがわかっていない。いきなり寄附といわれてもわからない。
校友会とは何かきちんとわかっていただくことが必要と思う。

指定国立大学法人制度の概要

国立大学法人法の一部を改正する法律（平成28年法律38号）により、
我が国の大学における教育研究水準の向上とイノベーション創出を
図るため、文部科学大臣が世界最高水準の教育研究活動の展開が相
当程度見込まれる国立大学法人を指定国立大学法人として指定する
ことができるとされた。指定されると、研究成果を活用する事業者
への出資や資産の活用
が可能となる。一方、
指定された大学には経
営力の強化が求められ
る。平成29年6月30日
に東京大学を含む3法
人が指定国立大学とし
て指定を受けた。

東京大学校友会役員会を開催

東京大学校友会は「知のプロフェッショナル」育成のため、
学生たちが成長する場作りのための活動をしています。

ご寄附のお願い

東京大学校友会支援基金

東京大学校友会は在学生、卒業生、教職員を包括する組織として、
2004年に東京大学学友会として発足しました。途中名称を変更し、今年で13年目となります。
現在は大学との連携のもと、卒業生ネットワークを通じた先輩・後輩の交流プログラム、
学生にさまざまな体験の機会を与える体験活動プログラムの提供など、
多くの卒業生がかかわり、学生たちを支援しています。
当活動をご理解いただき、ご支援ご協力をお願いいたします。

顕彰について
東京大学 校友会事務局
03-5841-1227（土日祝除く10：00～12：00、13：00～16：00） 
utaa.adm＠gs.mail.u-tokyo.ac.jp

東京大学校友会支援基金のお問い合わせ

東京大学基金事務局　
03-5841-1217（土日祝除く10：00～12：00、13：00～17：00） 
kikin.adm＠gs.mail.u-tokyo.ac.jp

その他寄附全般のお問い合わせ

※校友会支援基金への寄付者のみ

※バッジは
イメージ図です。

●記念バッジ  5万円以上のご寄附は校友会支援会員とし、校友会バッジを進呈※

●ホームカミングデイにご招待（初年度のみ）※
●安田講堂に銘板  累計30万円以上の方は銘板を掲示

●感謝の集いにご招待 など

学生支援・貢献
国内外の卒業生による「体験活動プログラム」の提供、就活生・
3年生を対象にした「面接演習」、朝食半額キャンペーン＠駒場
キャンパス、在学生へのキャリアメンタリングなど。

学び
知的好奇心を刺激する、多彩な学びのプラットフォームを提供し、
各世代のニーズに応えます。講義形式、ワークショップなど、東
京大学ならではの多種多様なリソースも活用しています。

交流
新たな環境に不安な新入生のための「入学生歓迎パーティー」、
リユニオンの祭典「ホームカミングデイ」開催、異業種交流、ご
本人や未婚のお子さんをお持ちの卒業生向け「婚活プログラム」
など。

サービス
卒業生がつながるオンラインディレクトリーの充実、会報誌・メ
ールマガジンの発行、アラムナイラウンジ（無線LAN）のご利用。
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　2017年7月3日、ラオスのビエンチャンに
おいて東京大学ラオス同窓会設立式が開催さ
れました。東京大学の海外同窓会はラオスで
52団体目となります。参加者は19名で大使館、
JICA、WHO、LuxDev、保健省、関西電力など
に勤務する日本人、ラオス人卒業生が集まり
ました。司会進行はOutavong Phathamma 
vong氏、議長は引原毅日本大使、神馬征峰医
学系研究科国際地域保健学教室教授が務めま
した。引原大使は冒頭の挨拶で、日本とラオ
ス両国の関係強化にあたり、東京大学ラオス
同窓会の果たす役割の重要性を強調しました。
神馬教授による総長メッセージの代読、JA 
OL（ラオス元日本留学生会）会長挨拶に続く、
関西電力のナムニアップ水力発電プロジェク
トの紹介では、発電だけでなく、持続可能な
住生活環境の発展も考慮した開発が行われて
いることが説明されました。その後の役員選
出では、年齢、男女比等を配慮し、新会長
Soulivanh Phengxay 氏を含む役員が承認
されました。神馬教授によるラオスの保健医
療の持続的な発展に関するショートプレゼン
テーションのあとは全員で和やかな懇談とな
り、東大生の横のつながりが重要との認識が
再確認されました。［事務局記］

東京大学
ラオス同窓会設立01

会場となった
Crown Plaza 
Hotelにて

伝統ある
Yale Club of New 
York Cityにて

昔の逸話が数多く
披露された祝賀会。

山上会館ハーモニーにて

240名の集合写真は圧巻。参加者にとっては歴史的なイベ
ントとなった。

同窓会だより 同窓会活動・設立レポート

　去る6月16日（金）、Yale Club of New 
York Cityにて第16回ニューヨーク銀杏会総
会を開催しました。ワシントンから会長の
佐々江大使が駆けつけて下さったほか、高橋
ニューヨーク総領事以下、1953年卒から
2015年卒まで総勢約130名のご参加を頂き
大変な盛会となりました。アメリカ留学中の
才能輝く若手からのプレゼンなど、多彩なメ

ンバーからの活動報告から恒例の「ただ一つ」
斉唱まで、あっという間の充実した2時間と
なりました。［祖開　健（96年教養）］

第16回ニューヨーク銀杏会
総会を開催02

　平成9年に、東京、関西など6地域の同窓
会が設立した東京大学同窓会連合会も、全国
に同窓会が活動するまで成長し、本年の4月
22日には、地域代表出席の下、五神現総長
を含む歴代総長6名（小宮山元総長はビデオ）
をお迎えして創立20周年式典を開催しまし
た。式典では、地域同窓会のため長年貢献さ
れた団体・役員への表彰が行われました。留
学時に三鷹寮生だった歌姫サラ・オレインが
同窓会に出席、華を添えました。［東京大学同窓
会連合会　長嵜新一（65年法）］

　去る7月15日(土)、学士会館において下賀
茂寮の開寮50周年を祝う祝賀会が開かれま
した。寮委員会の現役・OB・OGをはじめ、
南風原朝和運動会理事長、学生支援課体育チ
ームの方々、現管理人ご夫妻、初代管理人の
お嬢様、他寮OBの方々、元下賀茂寮担当の
職員の方々など、下賀茂寮を愛する約100名
の方にご参加いただきました。
　会場では同日発行の「50年誌」が配付さ
れたほか、歴代下賀茂寮Ｔシャツの全数が展
示されるなど、50年の歴史を振り返りながら、
これからの50 年へ決意を新たにする場とな
りました。［下賀茂寮OB・OG会「青野櫻会
（あおうかい）」］

東京大学同窓会連合会
20周年記念大会03

東京大学下賀茂寮 開寮
50周年記念祝賀会を開催05

新規登録団体のご紹介

学部等同窓会

地域別同窓会

海外同窓会

運動会

文化サークル

職域特定分野同窓会

クラス会（専門課程同期会）

クラス会（駒場）

登録団体数 295 （2017年8月2 5日現在）

44

50

52

29

17

40

13

50

南原繁研究会
代表　加藤節さん（69年法）
職域特定分野同窓会

理学部物理学科昭和44年進学クラス会
会長　安村通晃さん（76年理院）
クラス会（専門課程同期会）

東京大学ラオス同窓会
会長　Soulivanh Phengxayさん（05年医院）
海外同窓会

　応援部創部から70周年を迎えた本年、「淡
青旗掲げて70年、そして未来へ」をテーマに、
この先10年の基盤強化に向けた事業を展開
して参りました。
　OB・OG会の年会費改定や独自基金の創設
を通じて財政基盤を強化し、現役部員への支
援を拡充する方針で、旗、楽器、チアリーダ
ーコスチュームなどの応援機材や、新人勧誘
ビデオ製作などの物的支援のほか、卒部生に
よる会計アドバイザーの設置、映像アーカイ
ブ環境の整備など、多面的に現役活動を支援
する体制を整えています。
　4月22日（土）には、学士会館において創
部70周年記念パーティーを開催。参加者は、
五神真総長、南風原朝和運動会理事長、山内
慶太六大学応援団連盟理事長、浜田一志東大
野球部監督ほか来賓を含む総勢240名。OB
・OG会寄贈の淡青旗の披露、明治神宮で必
勝祈願のお祓いを受けた清酒「淡青」での祝
杯、現役部員によるチャンス時の応援曲メド
レーの解説付きデモ、70年間貫かれる応援
精神を綴った記念映像の上映、現役主将の決
意表明など、盛り沢山の企画を楽しみながら

の大盛会となりました。［東大応援部OB・
OG会「赤門鉄声会」］

東大応援部 創部70周年
記念事業を展開04
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年を重ねるほどに昔の味が懐かしくなり、
鮮烈にあるシーンを思い出す経験がおありだと思います。
本郷は日々 様変わりしています。
通っていたあの店、思い出の場所は、
今どのようになっているのでしょうか。
本郷で生まれ育ち、本郷を愛した劇作家、
木下順二氏の著書『本郷』から、
現存する店、かつての景色をなぞりつつ、
「本郷の今」をご紹介します。
ホームカミングデイなど、キャンパス再訪の折りの
参考になさってください。

いまむかし
東大・本郷

『本郷』木下順二　講談社文芸文庫一九八八年刊



14

02

01
03

04

13
10

05

12

元来は道路の屋台で立ち食いときまっていたおでん屋なるものを、
初めて家の中で食うという趣向に仕立てたのは
呑喜の二代目だそうである。
木下順二「本郷」より

さて、それにしても棚澤書店については
もう少ししゃべっておかなければ気が済まない。
私が初めておやじさんの勝造さんと会ったのは
一九三六年、おやじさんはまだ四十三歳だったわけだ。
（中略）本の扱い方、積んでおくとき、
たとえ下が小さい本で上のほうが大きくなっていても、
間から一冊ひょいと抜いて崩れない積み上げかたのコツ、
横文字からわからなくても形や色や匂いで
本の国籍や内容を判定する法、
店番をする時の心得、
いろんな〝古本屋芸談〞 を
勝造さんから、
また養嗣子の孝一君から
思い出ばなしとして
聞くことができた。
木下順二「本郷」より

東大基督教青年会というのは、本郷追分町、
今はここも向丘となったが、
東大農学部前にある東大 YMCAのことである。
私は熊本の中学生のころ洗礼を受け、
大學入学当時は本当のクリスト教徒になろうと
真剣に考えていたから、一九三六年、
十年ぶりに熊本から本郷に戻った私は、
自然のこととしてこの YMの、
まさに本郷にある YMの宿舎にはいった。
木下順二「本郷」より

それから角店で
大学正門の筋向かいで、
表が果物屋で奥が喫茶店の万定、
（以下略）
木下順二「本郷」より

11

都電ではない東京市電はまだ日本橋の
ほうから来て本郷三丁目が終点であった。
東京帝國大学の前を、まだ電車は走っていな
かった。そして現東大農学部、その頃は一高前、
そこにあった有名な高崎屋、十八世紀半ばに
創業のこの酒屋は今日も健在だが、(以下略 )
木下順二「本郷」より

本郷通りを挟んで
大学とは反対側の裏手、
つまり西片町から有名な
木造三階建ての御下宿本郷館や、
啄木が金田一京助と住んだ蓋平館、
今はそれが観光旅館太平館に
変わっているが（以下略）
木下順二「本郷」より

東大・本郷のあの頃、あの味。
あなたにとっての原風景は？
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／2017年8月現在

食 施設

06

08

09

07

喫茶ルオー
文京区本郷6-1-14　司馬遼太郎氏
や小椋佳氏も通った。セイロン風カ
レー（セミコーヒー付き）980円。

01 日本基督教団本郷中央教会
文京区本郷3-37-9　関東大震災に
より焼失するもその後再建。登録文
化財指定。当時の名称は中央会堂。

08

食堂もり川
文京区本郷5-30-16　現在の主人は
4代目。定食の種類は秀逸で、特に
日替わり定食、牛メンチ定食など揚
げ物が人気。

02 かねやす(閉店)　
江戸の範囲を示す川柳で有名。20 
17年5月に閉店。

09

万定フルーツパーラー
文京区本郷6-17-1　大正3年創業。
現在は女主人一人で切り盛りしてい
る。カレーライス750円、天然オレ
ンジジュース350円。

03 高崎屋商店
文京区向丘1-1-17　豪商だったと
いう歴史的な店。ワイン、地酒、輸
入ビール等を扱っている。

10

東京大学中央食堂
文京区本郷7-3-1　学生たちの胃袋
の要である。現在は改修工事のため、
2018年3月31日まで休業。

04 東京大学YMCA寮
文京区向丘1-20-6　1888年に創設。
吉野作造、片山哲、斉藤勇、藤田逸
男、堀豊彦、森有正等を輩出。

11

呑喜
東京風おでんの店。2015年閉店。
05 本郷館（取り壊し）

3階建下宿屋。2011年取り壊し。
12

廚菓子くろぎ
文京区本郷7-3-1　東京大学春日門
内ダイワユビキタス学術研究館1F　
料理屋発の和菓子屋。蕨もちセット
2500円。

06 棚澤書店　
文京区本郷6-18-12　明治中期に建
てられた、木造2階建の古書専門店。
登録有形文化財。

13

椿山荘カメリア
文京区本郷7-3-1　東京大学伊藤国
際学術研究センター内　史料編纂所
の煉瓦倉庫をそのまま活かしたフレ
ンチレストラン。

07 郁文堂
文京区本郷6-30-21　日本晝夜銀行
本郷支店として建築された。落第横
町と言われた路地入り口でもある。

14

むかし「かねやすまでは江戸のうち」
というこの地点で、
その微かな下り勾配の見送り坂に立つ
人々から見送られる旅人は、
そこから真直ぐ日光街道を
飛鳥山のほうへ行くか、
追分町の高崎屋から左へ
中仙道を辿るかは別として、
見返り坂の微かな傾斜を上りつつ、
皆を見返りながら
去っていったということだ。
木下順二「本郷」より

（略）春木町二丁目の電車通りに
面して建っている中央会堂、
それが全国集会の会場なのであった。
熊本の見栄えのしない
教会に馴れていた私にとって、
ほとんど壮麗な伽藍のように見えた
その会堂のときめきといったほうが
ふさわしかろう、
それを今でも覚えている。
木下順二「本郷」より

Illustration: Yuka Kubo
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学内広報  No.1496より抜粋

門前には縁石を有するスロープがあり、門柱には「帝國大學」
の表札が見えます。江戸時代の赤門を知る唯一の写真です。
『東京帝國大學五十年史』より。

「帝國大學」の看板あり1886-1898年頃

北側袖塀の位置が変わり、南側袖塀は板塀に。門前はガス灯
と石敷きスロープがなくなり平らな土敷きに変わりました。
川一真1900『東京帝國大学』より。

門前のガス灯がなくなる1900年頃

門と番所の瓦が葺き直され、繋塀・袖塀の土壁が塗り直され
ました。現存する石製円柱柵も設置されました。「震災復旧
営繕工事契約締結報告書」より。

石の円柱柵を設置1926年

関東大震災直後の赤門の姿です。右から2本目の 足場や門柱
には安否確認のための張り紙があり、漆喰部分にも伝言が書
かれています。館蔵ガラス乾板。

安否確認の張り紙が..1923年

1903年の移動・修繕後の姿。繋塀・袖塀が海鼠塀になり、
ガス灯が復活。屋根と塀壁面では漆喰が白くなり輝いていま
す。小川一真1904『東京帝國大学』より。

西に15メートル移動1904年

1931年に国宝に指定されたのを受けて設置された「國寶赤
門」の木製標柱が、南側番所前に確認できます。『東京大学
医学部卒業アルバム』1939年より。

「寶赤門」の標柱あり1939年

北側番所前のガス灯がなくなり、掘り起こされた土砂がやや
土山状になっています。市電停留所の標柱は写っていません。
東京府1919『東京府史蹟』より。

土砂がやや土山状に1919年頃

1959年10月から1年半かけた大修繕で、繋塀の海鼠塀は羽
目板塀に戻り、標柱の「國寶」は朱で上塗りされました。「赤
門保存修理工事記録写真集」より。

標柱が「赤門」表記に1961年
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TFTが変わります！
 「新TFT」のご案内
卒業生向けオンラインコミュニティサイトが、
より便利で使いやすくなりました。
新システムへの切り替えにともない、
下記期間は「TFT」にログインできません。

ご利用ください

利用停止期間：

新システムの利用開始：

月 月日（月）～ 日（火）10 1023 31
月 日（水）～11 1

ここが違います！

画面がスマホ対応で
見やすくなりました

個人情報の開示・非開示が
ひと目でわかります

現住所、勤務先などが入力しやすい

各種メディアの購読
(会報誌、日英メールマガジン )が
自由に選べます

イベントへの申し込みが
簡単にできます

有料になりますか ?Q

今まで通り、無料でご利用いただけます。A

あらためて設定を行う必要はありません。A
自分でなにか作業を行う必要がありますか ?Q

今まで通りご利用いただけます。A
パーマネントアドレスはそのまま使えますか ?Q

ID/パスワードは
以前登録いただいたものをご利用ください。

A
ログイン方法は変わりますか ?Q

皆さんにお願いしたいこと
本システムはご自身で更新できます。ココから更新してください

東京大学 卒業生室　tft.adm@gs.mail.u-tokyo.ac.jp

メールマガジンが届かない方
メールアドレスが古い可能性があります。更新してください。

勤務先が変わった方
情報更新をお願いいたします。

ID／パスワードを失念された方
Webサイトより、ユーザー名・パスワード
再発行フォームをご利用ください。
ただし既にメールアドレスが無効の方は「氏名」「生年月日」
「登録を希望するメールアドレス」を添えて下記までご連絡ください。

掲載広告インデックス
5P
7P
7P
13P
13P
表3
表4

東京大学コミュニケーションセンター
学士会館
東北協同乳業
日本ホテル
JTB
ブライダル
JR東日本

ココ
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東大校友会ニュース


	表紙
	東京大学ホームカミングデイは10月21日開催
	東京大学校友会役員会報告
	東京大学校友会支援基金
	同窓会だより
	東大・本郷　いまむかし
	写された赤門
	TFTが変わります

