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上　葛飾キャンパス夜景 一色千暁さん撮影（修士２年）　　下　2018 OBOGと学生との交流会

新会員（卒業生）の皆様　築理会へようこそ
　築理会の活動に参加して、多くの卒業生との交流を 
　楽しみましょう。

2019年度　築理会総会・講演会・懇親会
　2019年5月11日（土）に開催されます。
　講演会：刀

と
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ね
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州
しゅう

 氏
　　「 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に

おける施設整備」
　　 東京都 オリンピック・パラリンピック準備局大会施設部
　　 施設整備担当課長・1995年卒
　ぜひご参加ください。詳細は８Pをご覧ください。
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築理会を振り返って

築理会会長　大岩 昭之（1968年卒）

武井正昭先生が昨年(2018年)12
月に逝去されました。武井先生は
建築学科開設２年目の1963年に着
任され、平成４年（1992年）まで
在職されていました。築理会の創
成期の頃、築理会と武井先生、築

理会と学科との繋がりを少し述べてみたいと思います。
昭和46年、この頃は大学紛争が最も激しい時でした。学

内にも機動隊が導入され、神楽坂校舎の旧１号館（現在あ
る１号館の所にあった建物）は学生が占拠、内部は破壊さ
れているような時期でした。このような時、築理会が誕生
しています。最初の築理会名簿は昭和46年（1971年）に出
されました。この名簿は当時の武井研の助手であった小山
一郎氏（２期生）が中心になって作られました。その名簿
の発行人に武井正昭助教授の名前が記載されています。こ
の時の決算報告では、歳入41万円の内、学科からの援助が
30万円と記されています。築理会の発足は、大学紛争の時
ではありますが、卒業生と学科との強い結びつきがありま
した。このような学科からの援助は昭和58年（1983年）、
築理会が学外のメンバーが入って運営されるようになった
12年後の第１回築理会総会の時まで続いていました。築理
会の創成期にはこのような歴史がありました。

ところで、私は築理会のほぼ創成期の頃から、現在まで
なんらかの形で付き合ってきました。このなかで最も記憶
に残るのは平成５年の頃のことでしょうか。この頃は築理
会活動が最も停滞していた時です。当時、鈴木研の助手で
あった小泉隆氏（22期, 現：九州産業大学教授）と築理会を
なんとかしなければと話し合っていました。それで立ち上
げたのが「活性検討委員会」です。そして平成６年に「建
築学科OB作品展」（神楽坂校舎１号館17階）を開催、その
翌年に「１期生卒業30周年」総会を開催、会長も福島正之
氏（１期）から八木嘉也氏（３期）に変わり、築理会活動
も大きく変わります。会報年４回発行、セミナー・見学会
開催、会費も5,000円に値上げしました。築理会活動はボラ
ンティアで皆さん、忙しいのでと言われます。しかしこの
時は、最初の卒業生でも50才半ばです。

私も今期で築理会から卒業できそうです。長い間支えて

いただき有難うございました。これからは、若い皆様方の
積極的な参加をお待ちしています。

2018 OBOGと学生との
交流会・懇親会報告

“2018 OB･OGと学生との交流会・懇親会”が、平成30年11
月24日に葛飾キャンパス研究棟７Fプレゼンテーションルー
ムにおいて開催されました。建築学科のご協力のもと、５
名のパネリストがプレゼンしたPart １に52人（OB･OG 26人、
学生26人）、お酒も入って盛り上がったPart ２の懇親会では
77人（OB･OG 25人、学生52人）の方に参加していただき
ました。OB･OGとの交流が、就職活動や卒業後の将来像を
考えていくうえで、少しでも学生のお役に立てればと思い
ます。来年度も大勢のご参加をお願いいたします。

この春卒業の皆さん、今度はOB･OGとして参加しませ 
んか！？

2019築理会・野田建築会
合同新年会報告

恒例となりました“築理会・野田建築会　合同新年会”が
平成31年１月16日に理窓会倶楽部（PORTA神楽坂６階）に
おいて開催されました。築理会からは39人、野田建築会か
らは13人の会員が参加され、大岩会長、栗飯原会長の挨拶
で始まり、築理会特別会員の真鍋名誉教授と直井名誉教授
のご挨拶や女子部会メンバーからの活動紹介などもあり、
今回も大いに盛り上がりました。

いろいろな方面でご活躍されている方との歓談は、ちょっ
と緊張もしますが新しい発見もあり楽しいものです。来年
も開催されますので、皆さん、是非、ご参加ください。
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トピックス　「OBOGと学生との交流会」講演者より新会員（卒業生）へのメッセージ
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熊谷  一（パナソニックホームズ株式会社・1998年卒）
2000年に入社（社名変更：ナショナル住宅産業→パナホーム→（現）パナソニックホームズ）以来、

一貫して『街づくり事業（戸建分譲、マンション分譲、ホテル、商業ビル等を中心とした複合的開発
事業）』のデベロッパー部門として、企画・設計・監理業務に携わっております。実務として、自ら手
を動かし業務を行うのではなく、多くの事業パートナーの方々（コンサルタント・不動産・設計事務所・
ゼネコン等）に協力いただき、その土地の価値を高める建物を造ることが業務です。パートナーの方々
との信頼関係が成否に直結します。自身の技能を磨くことは最低限の準備ですが、パートナーの方々
の能力を最大限引き出し、それらを掛け合わせること、その旗振りを行うことが最大のミッションと

なります。技能・技術・信頼の結晶が『新たな街』を創り、そこに住まう人々の『生きるエネルギー』の創出につながります。

神木  秀之（清水建設株式会社・2006年卒）
皆さん、こんにちは。私は施工管理の仕事をしていますが、皆さんの施工に対するイメージはどの

ようなものでしょうか。一般的に言われているマイナスなイメージかと思いますが、施工の一番の醍
醐味は、「建物」という大きな成果物が、何十年も残るということだと思います。完成後にその建物を
見たときに、職人をはじめとする多くの人たちと協力し合って施工したことや、苦労して納めた場所
を思い出したり、自分の子供に自分が手掛けたことを伝える喜びがあります。この業界の仕事は、多
くの人と関わらないと成り立たない仕事です。多くの人と苦労して一つの物を作り上げる喜びは、他
に多くはないと思います。真剣に仕事をして、様々な人々と意見をぶつけ合ってできた建物が完成し、
きれいな姿を目にしたときには大きな感動を覚えます。皆さんとお会いできる日を楽しみにしています。頑張りましょう。

菅原  香織（株式会社竹中工務店・1987年卒）
ゼネコンに勤務しながら子供を５人産み育てています。育児休暇で仕事を休んだ回数が多く異動も

沢山しましたが、仕事を通じて多くの知識・経験を得ることができました。子供がいるおかげで、ス
ケジュール管理・調整能力が高まり、触れることのなかった分野に新たな世界が広がり、また、物事
の本質を考える姿勢を学びました。仕事も子育ても苦しいことがある分、嬉しいこともいっぱいあり、
そのどちらも人間としての幅を広げ、人生を豊かにしてくれています。卒業して30余年、女性の就労
環境も、子育て環境も大きく変わりました。就労における男女の区別がなくなりつつある昨今、男性
が家事や子育てに関わる度合いも変化してきています。何事にも男女同じ立場で向き合い関わること

が求められている時代に、男性も女性も、既成概念にとらわれることなく色々なことに興味を持って取り組んでほしいと思
います。

小西  聖子（株式会社安井建築設計事務所・2002年卒）
私は大学院を卒業後、組織設計事務所である安井建築設計事務所に入社し、意匠設計者として現在

まで働いています。また、私生活では３歳と５歳のやんちゃ盛りの兄妹の子育てにも奮闘中です。私
が新入社員として入社した当時は、部内には子育てをしながら働いている女性はいませんでしたが、
入社14年後の現在は、東京事務所設計部の中で子育てをしながら働く女性の割合は４ 割と、確実に増
えています。子育てしている女性の働き方も、時短勤務・時差出勤・通常勤務等、それぞれのライフ
スタイルによって様々です。この十数年間の建築業界で働く女性の環境の変化を見ていると、その時々
のライフステージに合わせた働き方を選択することができるようになり、自分の理想のワークライフ
バランスを実現できる環境が、発展途上ではありますが、整いつつあるのかなと感じています。

加藤  雅樹（大成建設株式会社・2008年卒）
2010年にゼネコンの研究開発を行う部署に就職し、研修で他部署にいた期間を除いても、約８年間

耐火構造に関する研究開発業務を続けています。その中で、講演中でも少し触れましたが、「人間関係
を大切にする」と「スペシャリストを目指す」、この二つを心掛けて仕事や自己啓発、私生活を過ごす
ことが、将来の自分自身の生活をいろいろな意味で豊かにすると感じ、日々意識して過ごしています。
また、就職してから今まで、学生時代の先生方や友人と仕事で接する機会が何度もあり、良い意味で
この業界の狭さを感じ、刺激を受けています。私生活ではここ３年程の間、結婚や第一子誕生、大学
院（社会人博士コース）修了など、激動の日々を過ごしていますが、ワークライフバランスを大事にし、

公私ともに生活の充実を心掛けています。

先輩たちは日々研鑽を積んでいる
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工学部第二部建築学科主任　教授
今本 啓一

一部の卒業生ではありますが、
私の所属した研究室は二部の清水
研究室でした。大学院修了後は民
間会社に勤務し、栃木県の私立大
学から2008年に清水昭之先生の後

任として着任しました。不思議なご縁を感じています。私
だけの所見ではないと思いますが、着任した時から変わっ
た？学生が多いなと思いました。１級建築士、主婦、医者、
東京都庁元部長（部下にけじめを示すために職を辞したと
のこと）等。国立大学卒業で製薬企業の研究所に勤務する
理学博士の面接の際、博士号を持っていながら何故大学に
入り直そうとするのかとの質問に対し、「退職後は自分の家
を自分で造りたいと思っている。それが並大抵でないこと
は分かっているが、やればできるという背中を子供たちに
見せてやりたい」と言われた時は思わずグッとくるものが
ありました。当時、寺本隆幸先生による二部学生評「一部
の学生は、平均値は高く標準偏差（ばらつき）も小さい。
一方、二部の学生は平均値こそ一部ほど高くはないが標準
偏差が非常に大きく、＋σに位置するある種の学生の実力
は一部の学生をも上回る。これが二部の魅力なのだよ」と
のお言葉に、平均値を単なる試験の点数でなく人間力と捉
えた時に、いたく得心しました。

30年史の記録によると、建築学科の１期生入学者は100
名でしたが４年間で卒業できたのは16名だったそうです。
夜間学部としてこれまでに約3000名の卒業生を送り出して
きました。一方、図にありますように、一時期60名近い志
願者は漸減し、葛飾移転が対外的にも知られるようになっ
てからはその傾向に拍車がかかったように思います。この
ような背景を受け、社会人教育に対しては一定の役割を終
えたとの判断から工学部第二部を廃止する機関決定を行い、
平成28年（2016年）に募集を停止し、ここに都内において
夜間系建築学科はなくなりました。工学部第一部は同年に
工学部に名称変更し、2020年度における二部との合体の準
備を整えることになります。

世の流れとは言え、間近で多様な社会人学生に接してき
た身として一抹の寂しさはありました。そういう中で平成
29年（2017年）に理事の先生との別件での面談の折、社会
人コース復活の可能性について打診したところ状況に変化

が起こりました。当時、工学部に社会人教育の門戸が途絶
えてしまったことへの喪失感、理事会としてリカレント教
育を検討していたことが背景にあったかと思います。

山が動き始めたのです。
郷田先生をはじめ建築学科教員のチームワークの下、WG

が発足しカリキュラムがほぼ完成し、2020年度４月に夜間
主社会人コースを復活させる下地が整いました。これは建
築学科の神楽坂キャンパスの復活をも意味します。以下は
工学部教授総会に上申された公式文書の一部です。
「キャンパス：神楽坂キャンパス及び葛飾キャンパス

編入学定員：２年次編入学20名（収容定員は60名増加）
入学対象者：就業者に限定
設立の趣旨：137年におよぶ本学の歴史は、設立当初から

夜間授業の社会人教育からスタートし、戦前の東京物理学
校時代を経て、戦後、新制の東京理科大学になってからも、
その伝統は理学部第二部や工学部第二部に引き継がれ、社
会人を対象に働きながら学べる夜間の数少ない理工系大学
としてその役割を果たしてきた。建築学科では従来、社会
人学生の多くは、夜間学部である工学部第二部の建築学科
に入学し、毎年約20名の学生が編入学していた実績がある。
しかし、2016年度から工学部第二部の学生募集を停止した
ことに伴い、建築学の学び直しを望む社会人の要望に応え
られない状況になっていた。今般の社会情勢及び本学の状
況を鑑み、建築学に関する社会人の学び直しやリカレント
教育を実施するため、工学部建築学科に社会人を主な対象
とした夜間主編入学コースを開設し、それに伴い、２年次
編入学定員20人（３年編入若干名含む）を設定する。」

2019年度をもちまして二部は組織を閉じることとなりま
したが、その本来の使命を担う「夜間主社会人コース」は
工学部建築学科の中に誕生します。表題の通り、終息では
なく発展的改組です。これからもご支援ご鞭撻を何卒よろ
しくお願いいたします。

リカレント教育重視の発展的改組 経緯・ビジョン

図　社会人編入生の変遷
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名誉教授　沖塩 荘一郎

「工学部に第二部を新設したの
で、責任者として来て欲しい」と理
科大からお誘いを受けたのは1977
年秋だった。

１期生が３年になった78年４月
から非常勤講師、80年４月から94
年３月まで専任教授、その後３年間

専任扱嘱託教授、更に2008年３月まで非常勤講師を務め、私は
東京理科大学で思いもよらぬ楽しく有意義な時間を送らせて頂い
た。その一つの理由が、第二部の存在だった。
■創設時は工業高校卒で官公庁営繕勤務の学生が過半

76年の第二部創設当初の学生は、２/ ３以上が工業高校建築科
卒で建設省や日本住宅公団など建築関係の職場に勤める推薦入試
で入学の人たちだった。工業高校卒で１級建築士の資格を持ちな
がら、「基礎から勉強をし直したい」と入学してくる学生もいた。
■１期生は100人入学し４年間で卒業したのは16人

理科大は前身の物理学校の時代から「実力の付かないものは卒
業させない」との方針を採ってきた。第二部建築学科１期入学者
100名中、４年間で卒業できた者はたった16名という厳しさだっ
た。入学してこの厳しさを知った３期生は、「皆４年で卒業しよう」
と自分たちで夏休みなど勉強会を開催。１年では数・物に強い普
通高校卒が先生を、２年からは工業高校卒が専門科目の先生を務
めた。
■１部と２部学生の交流が双方の刺激に

基礎学力はわが国トップレベルの１部学生と、多様な２部学生
が卒業研究で出会い、お互いに強い刺激を受けた。
■有名大学卒で問題意識を持つ編入学生が増加

80年台後半、建設省などが高校卒の採用を取止めたこと、社会人
の編入学希望者が増えたことから、第二部学生の構成が大きく変わ
り、91年以降は東大、京大、早慶、上智、お茶大など有名大学卒を
含めた編入学生が増え２年生以上の１/ ３を占めるようになる。
■ 大学セミナーハウスでの合宿

非常勤で建築計画を教えだした78年秋以降、毎年春と秋に八王

子の大学セミナーハウスで
の合宿を行った。昼間働き
夜だけ顔を合わせていた学
生たちにとって、大きい刺
激になっていた。
■卒業生の勉強会

２ 期 生 が 卒 業 し た81年
春から、卒業生の勉強会が
月１回開催された。卒業生
の設計した建築紹介や海
外視察報告などと共に、施
行されたばかりの「新耐震
法」について松崎教授から
２回、「TQC」について経
営工学科大場教授とデミン
グ賞受賞の竹中工務店技研
所長からなど、卒業生が主
体となって行われた。これ
は、現在も形を変えて続い
ている。
■神楽坂まちづくりの会と
設計製図の授業

４年生の設計製図Ⅲは、
大学が立地した神楽坂に敷
地を選び調査から設計までの課題だった。93年からは、神楽坂ま
ちづくりの会の会員に学生の作品を評価して貰う集いを開催、学生
たちにも地域の人たちにも強い刺激を与えた（写真：産経新聞94
年９月23日）。
■万雷の拍手をあびた66才の卒業式総代

学部長を務めていた92年３月の卒業式で、26年２月生まれの
編入生が工学部第二部を代表して壇上で証書を受け取り、
武道館の卒業式参加者から万雷の拍手を受けた。
■塚田さん有難う会

第二部開設当初から設計製図担当助手だった塚田幹夫氏の
2004年管財課へ転職で、卒業生が企画した「塚田さん有難う会」
は感動的だった。パリ、広島、沖縄などから200人以上が集まり、
学生時代模写や模型作りで悩まされたフランスのサボア邸への旅
行券が夫妻に贈られた。

第二部を持つ東京理科大学は、21世紀の世界の大学のモ
デルと感じていた。

名誉教授　直井 英雄

第二部建築学科が閉鎖される。そ
こ一筋に教員生活を送ってきた私に
とっては、もちろん寂しい限りであ
る。しかし、これも時代の大きな社
会経済状況のなせるところと考えれ
ば、いたしかたのないこととも思う。

ただ、聞くところによると、社会
人を教育するコースが改めて新設される方向にあるそう、人生だ。
私の独断的な思いかもしれないが、社会人教育こそが夜間部であ
る第二部のエッセンスだと考えているので、ぜい肉を落とした形
の第二部建築学科が残ると見ることもできる。ぜひ、そうなって
ほしいものである。

さて、私が第二部に着任したのは、1979年４月、ちょうど第
１期生が４年になったところであった。まず、びっくりしたのは、
一学年80人以上であるはずの新４年生が、たったの21人しかい
なかったことである。残りの学生たちは、どこかで留年でもした

のであろう。聞きしに勝る厳しい学風であることを、入って早々
に思い知らされた。それまでの数年間、厳しいといわれている建
築実務の世界に身を置いていた私にとって、大学といっても、こ
の大学は決して甘くはない場所だぞと自覚させられた。

しかし、そこからの教員生活は、厳しいといえば厳しかったが、
心の中は「楽しい」の一言だった。だって、学ぼう、伸びようと
する若者（なかには、若者とはとても言えない年配の学生も混じっ
てはいたが）と、毎日交流するのが仕事なのだから。

しかも、これこそ夜間部の最も大きな特徴だと今でも思ってい
ることだが、学生がきわめて多様なのである。年齢もさることな
がら、入学までの経歴、人生経験、大学で学ぼうとする動機や目
指す将来まで、いま盛んに取りざたされているダイバーシティが、
すでにごく自然な形で実現されていた。そういう学生たちの人生
と切り結ぶのが仕事なのだから、楽しくないわけがない。教室で
も、研究室でも、飲み屋でも、平凡な表現ではあるが、この上な
く幸せな時間を過ごさせてもらったとつくづく感じている。

着任からおよそ40年がたち、最後の入学生が４年生になった
2018年度の今、私は非常勤嘱託教授として講義を一コマ担当し
ている。考えてみれば、第二部が設置されてから閉鎖されるまで、
この学科に在籍したすべての学生の顔を見、その教育に携わった
ことになる。第二部の教育に、いわば人生の大半を捧げてきた私
にとって、いまは、そのことを誇りに思うばかりである。

第二部建築学科の思い出
21世紀の大学のモデルと感じていた東京理科大学

第二部建築学科43年の歴史　教育・成果

工学部第二部建築学科と私
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第二部の必修教科にも体育がある
横井 千秋

（東京都・第二部1983年卒）

１年生の隔週日曜日に半年ほど、
野田キャンパスまで行き集中授業を
受け、単位を取得するのである。

仕事の都合等で出席回数が満たな
い同級生もいたが、体育祭に参加す

れば単位を取得できるという救済措置もあった。
この体育の内容は、集中講義のほか、選択実技で構成さ

れていた。実技は、ゴルフ・サッカー・ソフトボールなど
があり、本学にしては「ゆるい」雰囲気だった記憶が残っ
ている。さて、自分はソフトボールを選択し、教官の指示
はと言うと「せっかく日曜日に野田まで来ているのだから
バッターに打たせろ。三振じゃあつまらないだろう」との
ことだった。何故かピッチャーをやった自分は、適度に球
速があったため、毎試合いっぱい打たれた。また、ほとん
どの内野ゴロがヒットになってしまう内野陣であったため、
半年の間、一回も勝つことはなかった。

しかし、驚いたことに体育の全科目の成績がＡであった。
「フル出席の学生は全員、Ａをもらっているのだろう」と思っ

ていたが、後日、そうでもないことが分かった。指示どお
りの、見事な打たれっぷりが評価されたのかどうかは今で
もわからない。

平成２ケタ某年、懇親を目的としたソフトボール大会を
主宰することになった。学生時代の体育教官の行った指導
を思い出し「三振なし・四死球なし・盗塁なし」の特別ルー
ルでゲームを行わせた。剛速球を得意としたピッチャーな
ど、腕に覚えがあるソフト経験者たちは少し不満だったよ
うだが、ン十年ぶりの人や運動が不得手の人にも、楽しん
でもらえたことは打ち上げで証明された。学生時代に学ん
だことが、思わぬところで役立ったと感じた。

この体育の授業以降、野田校舎に足を運んだことは一度
もない。単線でローカル的な雰囲気だった東武野田線は相
当垢抜けた名称になったようだ。今でも、運河駅前に白装
束に身を包んだ宗教団体のお姉さんたちがいるのだろうか
…　と、思い出にふける体育の授業であった。

神楽坂で『学んで時に之を習う…』
三谷 哲史

（鹿島建設株式会社・第二部1986年卒）

文化の薫る粋な神楽坂を通った頃
を懐かしく思います。勤労学生を気
負ったものの、教室に学ぶ朋友の専
門能力の高さや製図センスに愕然と
し、皆の気迫に圧されながら構造・

材料・環境などの専門課程を夢中になって学んだ事を今も
忘れません。

何よりの思い出は、沖塩荘一郎先生との出会いです。日
頃のお話しに魅了され、「時代の先端を学ぼう」と志し、気
付けば目標とは違う分野へ向かっていました。先生のご自
慢は、「工学部・第二部の交流が刺激し合い、ここから世界
に発信している」という事でした。その工学部第二部が無
くなってしまうのは母校を失ったようでとても寂しい限り
です。今でも八面六臂でご活躍される先生からは当時、私
に２つの事をご教授頂き今も大切にしています。１つは「新
しい事に挑戦し、１年専念すればその道の専門家になれる」
と。そして私の希望が叶わず施工管理の仕事に就く事（今
の仕事）を報告しますと「学んだ事は、これからは施工の
仕事で設計との橋渡しの役割を果たしていくべき」とご教
示頂いた事です。

今や、超高層ビルや高級マンションの現場所長を歴任し
てきた私は先生の前では決して胸を張れませんが、現在汎
用されているオフィスビルのシステム天井の開発・導入や
海外先端技術を駆使し、世界初、日本初のモノづくりに成
功した実績は、先生の教えの通り１年以上学び、発注者・
設計者との橋渡し役を担う事で成功してきました。また数
年かけて学んだ四書五経など古典の箴言を現場で働く人た
ちに伝え、精神作興、人材育成に日々努めて参りましたが、
触手を伸ばして広く学ぶことに挑戦してきた事は薫陶の賜
物です。最近では設計部門に籍を置き、超大型ビルの監理
業務を務めた事には、機縁を感じます。

今日もまた新たな生産活動に挑戦しておりますが、『壮に
して学べば老いて衰えず』を地で歩んでおられる卒寿を迎
えられた先生の矍鑠としたお姿を亀鑑として、これからも
邁進して参りたいと思います。神楽坂に学んだ日々に感謝
を込めて。

講評の様子

第二部建築学科の思い出
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社会人学生として取り組んでいること
原品 武

（博士課程１年在学・第二部2017年卒）

私は、今年で65歳になりました。
理科大の理学部第二部化学科を卒業
し、その後、理学専攻科化学専攻を
修了しました。

卒業後、特別支援学校教諭30年間・
中学校教諭４年間の計34年間教員として勤務しました。

実は、高校卒業時の進路では、建築学科を希望していま
した。しかし、親と高校の先生の勧めもあり、仕事をして
お金を貯めてから理科大に入り教員になりました。60歳定
年をひかえ小さい時からの夢であった建築をあらためてや
りたいという思いが、東京理科大学工学部第二部の建築学
科２年生に編入学した動機です。

しかし、入学してみると定年退職後も再任用で教員をやっ
ていたので、学部の授業の課題に追われ、土・日・祝日も
なく、また、睡眠を削ってやっとの課題提出の連続でした。
しかし、楽しいものでした。研究室に配属されてからは、
家族の理解を得て仕事もやめ、大学の学習に専念しました。

研究室を決めるにあたって、建築学科に入学する前には、
材料系の研究室があることを知りませんでしたが、材料の
授業を受け授業の後に何度も今本先生に材料の話しを聞く
にしたがって興味をもつようになりました。構法計画の授
業のなかで材料について、みんなから評価される建物は、
意匠や機能上の要素だけで捉え切れないところがあると分
かりました。考え抜かれたいろいろな材料を取り入れて建
物が構成されていることが解り、建築材料分野に進みたい
と思うようになりました。そして、松崎先生の鉄筋コンク
リート構造の授業に意欲的に取り組んだ結果、コンクリー
トを研究できるのは、今本研究室以外にないと確信しまし
た。そして、金町の研究室を訪れ説明を聞き、実験棟も見
学し、希望研究室は、材料系だという思いを強くしました。

研究は、学部・修士・博士課程と一貫して『高炉スラグ
細骨材および非鉄スラグ細骨材の収縮ひび割れ特性を把握
する実験研究』に取り組んでいます。高炉スラグ細骨材お
よび非鉄スラグ細骨材を用いてモルタル試験体およびコン
クリート試験体を作製し、収縮低減効果および乾燥収縮ひ
び割れ抑制効果について検討を行っています。

40年前、経済的理由で建築学科をいったんは諦めました。
しかし、現在、建築学科に在籍して今本研究室で今本先生
のもと、自分のやりたい研究を行っています。今は、私にとっ
て第２の人生でなく、ある意味で、自分のやりたいことを
第１の人生の中で諦めずにやっているんだと考えています。

私は、最低でも20年間は頑張るつもりで入学しました。
修士に入学してからは、常に健康に注意して一生研究を続
けていきたいと考えています。そして、世の中に少しでも
役に立つ研究ができるように頑張って行きたいと思ってい
ます。

普通でない、の受け皿として

常山 未央
（東京理科大学助教・第二部2005年卒）

振り返ると理科大第二部は私に
とって最良の場所でした。高校時代
は校風に馴染めず、かといってやめ
る度胸もなく、不毛な時間を過ごし
ていました。テストを白紙で出した

り、内申点の下に赤線が引いてある赤ざぶ（赤座布団）を
とる落ちこぼれで、普通の高校生活や、受験勉強に馴染め
ない自分は、普通の人生を送れないのかもしれないと、将
来への不安を抱いていました。でも理科大第二部に入って、
異なるバックグランドを持ち、年齢もバラバラで得意なこ
とも違う同級生たちと学ぶうちに、世間一般で考えられる

「普通」が大したことではないように思えるようになりまし
た。複雑な事情を抱えている人もたくさんいましたが、普
通になれないと悩んでいた自分が平凡に感じるくらい、多
様な人種と価値観が共存する場所でした。先生たちも第二
部だからと、ほんの少しだけ寛容に構えていてくれて、周
りと比べず自分のペースで興味を伸ばしていける心地よい
環境でした。神楽坂の場所性や夜という時間帯も助けたの
か、紀の善でババロアを食べながらの授業や、授業後神楽
坂の居酒屋で建築家の先生と飲みながらのエスキスなど、
授業は型にはまらず楽しくて、自然に足が向いていました。
日が落ちた外堀沿いの９号館で、廊下越しに総武線の音を
聞きながら向かいの校舎でサークル活動をする人たちを横
目に受ける授業は、都会的でかっこよかった。大学は私が
主体的に選んだ初めての場所でした。多様な価値観に触れ
る時間と場所を与えてくれた理科大第二部は私の原点です。

理科大第二部に戻り、設計製図の授業を受け持つように
なってから６年が経とうとしています。2016年には場所を
金町に移し、学生が自由に使える二部専用の製図室も与え
られ、施設としての環境はぐっと良くなりました。家賃が
安く便利な金町に一人暮らしをする学生さんが増え、金町
に理科大が定着していく一方で、通学時間がちょうど帰宅
ラッシュと重なることもあり、都心で働きながら通う学生
さんの負担が多くなりました。製図の授業を受け持ってく
れていた多忙な建築家の先生の足も遠のき、第二部の特色
である多様な人に向け開いている側面は失われつつあるよ
うに思います。正規の４年生を除くと、現在残っている多
くが留年生です。相変わらず型破りな人がたくさんいて、
どうしたら無事に卒業まで持っていけるのか、頭を抱える
ことも多々あります。それでも私が理科大にしてもらった
ように、それぞれのペースで学べる時間と場所を、最後ま
で与えてあげたいと思っています。

教育現場だけでなく、社会構造も画一化の一途を辿ってい
るように感じます。でもきっと人生におけるタイミングや合
う環境というのは人それぞれです。普通とは違う価値を受け
止めて育てる理科大第二部のような選択肢は、多様な人々が
活躍する社会形成になくてはならないと信じています。

第二部建築学科の現在
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2019年度 築理会総会・講演会・懇親会

日時：2019年５月11日（土）
　　　総　会：14：30 ～ 15：10
　　　講演会：15：20 ～ 16：40
　　　懇親会：17：00 ～ 19：00
会場：総会・講演会：神楽坂キャンパス１号館17階講堂
　　　懇親会：PORTA神楽坂６階 理窓会倶楽部

講演：刀祢 大州氏
　　　 「東京2020オリンピック・パ

ラリンピック競技大会におけ
る施設整備」

　　　 （東京都 オリンピック・パラ
リンピック準備局大会施設部
施設整備担当課長・1995年卒）

会費：総会・講演会は無料、懇親会は4,000円
　　　 同封の振込用紙で送金されるか当日お支払いくださ

い。
出欠：振込用紙または下記メールへご連絡ください。
Mail：chikurikai@gmail.com

築理会活動に参加しましょう

新会員（卒業生）の皆様、築理会へようこそ。築理会は
工学部建築学科卒業生の交流の場です。築理会の活動に参
加して、多くの卒業生との交流を楽しみましょう。

◆イベント：
　５月：築理会総会・講演会・懇親会
　９月：会報発行
　10月：ホームカミングデー（理窓会への協力）
　11月：OBOGと学生との交流会・懇親会
　１月：築理会・野田建築会合同新年会
　２月：築理会賞審査会（３月表彰）
　３月：会報発行
◆在校生への支援活動：
　築理会賞の贈呈
　りぼん（理本）出版への支援
　就職活動への支援（OBOGと学生との交流会）
　築理会女子部会活動で女子学生への支援
◆その他の活動：
　会員名簿発行（３年毎）
　懇親ゴルフ会（ちくご会）（コンペ年２回）

ホームページをご覧ください

◆築理会－東京理科大学工学部建築学科校友会HP
　http://www.chikurikai.org/ （「築理会」で検索）
　築理会会報のバックナンバー、最新の築理会会則、イベ
ントの詳細情報などがご覧になれます。
◆築理会女子部会HP,Facebook（「築理会女子部会」で検索）

懇親ゴルフ会（ちくご会）会員募集

第31回ちくご会（11月28日（水））が前回と同様、利根パー
クゴルフ場にて開催されました。初参加の古賀繁雄さんを
含めて12名の参加者で各々悪戦苦闘しながら和気あいあい
と暖かい小春日和の中で楽しみました。

優勝は石井浩一がネット72で前回に続いての連続優勝と
成りました。準優勝は先崎玲子様が一打差のネット73で、
３位には森本仁さんがネット77にて入賞を果たしました。
日常はあまり歩くことが少ないのでゴルフの時は思い切っ
て歩くようにと思い６キロから７キロを歩き最後はヘトヘ
トですがとても充実した一日になります。これにより持病
の腰痛が徐々に良くなり今では寝込むことはほとんどなく
なりました。是非皆様も青空の中、趣味と健康の両立を兼
ねてゴルフを楽しみましょう。次回は４月３日（水）利根パー
クにて開催します。 石井 浩一（1970年卒）
連絡先（榎本４期）：090-2660-2683
　　　　　　　　　  hide.eno@jcom.zaq.ne.jp

訃報：武井正昭先生逝去

武井正昭先生（名誉教授）が、昨
年12月１日に逝去されました。（享
年91才）。武井先生は建築学科開設
２年目（1963年）に着任され、1992
年定年退任されました。その後は郡
山女子大学に転任されていました。
ご冥福をお祈り致します。

2019年度　会費納入のお願い

現在、2019年度の会費納入をお願いしております。 同封
の振込用紙にてお振り込み下さい。今後のさらなる築理会
発展のため、多くの方のご協力をお願い致します。平成29
年度版会員名簿を在庫のゆるす限り、会費を納入された名
簿未配布の方にお送り致します。
　　　年 会 費　　3,500円、加入者名　築理会
　　　口座番号　　郵便局　00110 － 5 － 171952

編 集 長：近藤 剛啓
編集委員： 大岩 昭之、野田 正治、飯山 道久、荒井 眞一郎、

浦山 千明、森 清、伊藤 学、安達 功、高橋 潤子、
三浦 博範、栢木 まどか

編集協力：近藤 敦子

編集後記：（近藤 剛啓）
卒業はスタート。社会に出てからこそ専門、専門外を

問わず勉強を続けることが大切だ。2020年に社会人コー
スを開設する母校を活用しよう。
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