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風聞

東京物理学校
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当時の

日銀グランプリ参加の

きっかけは、なんですか？

|日銀グランプリ参加の

の思い出です。

にからかわれたことも一つ

たちしか挙手をせず、教授

か？」という問いかけに、私

優勝すると思う人はいます

ンテーションを一番準備を プレゼンテーションの発表
に帰した。その際、物理学 た。当時、６号館と８号館
してきたという自負があっ （ 分）と質疑応答（ 分） をしているのだろう」とい た。多くの人に
「おめでとう」 野教授からも「おめでとう」 校の教員や生徒は終始消火 の敷地は畑になっていて、
から、構成されるのですが、 う疑問を持ち調べることは、 と言われるうちに、実際に というメールを頂いたとき 活動に従事し、校舎は全焼 学生たちが代わる代わる耕

もう一つは、私たちがプレゼ

います。

きました。ありがとうござ

物理学校

きっかけは、学内にとどま
たからです。日銀グランプ

ミの学生は、何らかのコン

ゼミに入りました。下川ゼ

積極的に参加している下川

レゼンテーションを指導し

じめ、下川ゼミのOB、プ

たからです。下川教授をは

つは、多くの人の支えがあっ

理由は２つあります。一

|多くの人の支えというの

たのだと思います。

けたことも優勝につながっ

対話を意識した発表を心掛

ていく場です。審査員との

の案を審査員と一緒に深め

の場ではなくて、自分たち

があって、どういう考え方

は、どういうバックボーン

考えたときに、
「この人たち

て考えると言えます。そう

自分たちの生活に当てはめ

ちのプレゼンテーションを

換えれば、審査員は、私た

生まれないものです。言い

員が生得した知見からしか

そもそも質疑応答とは、審査

いの？」というのが本音でし

を私たちが受け取ってもい

取る場面でさえ、
「こんな賞

日銀副総裁から賞状を受け

|優勝したときの感想を教

すごくためになりました。

クのメッセージを受け取っ

てたよね！」とフェイスブッ

生から突然「今、テレビに出

それほど湧きませんでした。 ともなかったかつての同級

えてください。

たときや、テレビを見た西立

大きかったです。話したこ

てきました。特に、NHK

いう実感がじわじわと湧い

質疑応答に備えるにあたり、 すごい賞を取ったのだなと

があってこそのものでした。

今回の優勝は、3人全員の力

まで作業をともにしました。

毎日大学に来て、朝から夜

審査までのひと月は、毎日

です。プレゼンテーション

教えてください。

|一番お世話になった人を

それは、チームのメンバー

は、嬉しかったです。

テストに参加することが必
てくれた西立野教授、神楽

は具体的にどのようなもの

していた。白衣を着ながら
農作業を行う彼らを見て子
どもたちは「人体実験の後
処理をしている悪の権化」
といった印象を抱き、恐れ
た。また、白衣は科学を探
求している人間の象徴でも
あった。事情を知っている
大人たちは、食糧にならな
いものを探求している彼ら
を変わり者だと思ったり、
憧れを抱いたりしていた。
神楽坂の人々にとって、
白衣は学校の名物だった。

東京物理学校は廃止さ
れ、
「東京理科大学」に引
き継がれた。本学には前述
の「入りやすく出にくい」
以外にも風聞がある。
「本
学学生はチェックシャツを
着ている人が多い」という
のは有名だ。かつて本誌で
調査したこともある。結果
は、チェック柄よりもボー
ダー柄の服の方が多いとい
うものだった。本学学生の
おしゃれに対する意識が向
上したのか、全体の趣味が
変わっただけであるのか真
偽は定かでない。

理科大

現在の

を免れた。焼け残った校舎
に は 多 く の 戦 災 者 を 招 き、
避難所とした。これを復元
したものが、東京理科大学
近代科学資料館だ。物理学
校に逃げてきた人たちの中
には芸者もいたため、間接
的に神楽坂の芸能文化の血
脈を守ったことになる。余
談だが、空襲の翌日でも平
常通り講義が開かれていた。
戦後の物理学校生は、常
に白衣を着ていた。物資の
乏しいこの時代に着られる
ものを探したところ、大学
には白衣しかなかったから
だ。真冬の寒空の中でも、
物理学校生が白衣を３枚重
ねにして歩いていたのを見
たという人もいる。
この奇異な光景は、当時
の人々に疑念や興味を与え

らず、自分の力を試したい
リというのは、成果発表会

須条件となっています。ゼ
坂商店街の皆さん、アンケー
があったのですか？

で地上波放送されたことが

ミの学生は、皆日銀グラン
トに協力してくださったた

建築と高め合う

大切な空間を探して

でこそ、公共性が高い」のだと語る。 られてしまう。本当に大切な場所は、
にいじゅくみらい公園と一体となり、 失って初めて気付くのかもしれない。
地域に開かれた本学葛飾キャンパス・ そうならないように、大切な場所の
価値を見出し、伝え、守ることも建
築に関わる人の役割でもある。
岩澤助教の担当する建築学科の授業
では、街歩きを採り入れている。学
街を見つめる余裕がないときもあ 生に街の多様性を理解させることが、
る。
「最寄りの金町駅から、学生の波 狙いのひとつだ。
「街には、それぞれ
にもまれるようにして通っています 違った魅力があります。街はこうあ
ね」と、思わず苦笑する。時間があ るべきだという一般解はなく、その
れば建物の色・形・素材を見て、自 街にとって大切なものは何かを見つ
分ならこうデザインするな、と考え けて欲しい」と、学生へ向けた思い
を巡らせる。
を語った。
身近な街・ふるさとの街にも、心
最近よく考えるのは、
「もし、ぽっ
に残るオープンスペースがきっとあ
る。街を歩きながら、あなたにとっ

街の 中

返る。
そう言って見せてくれたのは、自身
オープンスペース
就職して上京したときには、大き
が設計に携わった福生市庁舎の載った
なカルチャーショックを受けた。「都
冊子。設けられたオープンスペースは、
庁の展望フロア」から見ると、どこ
朝夕の散歩から七夕祭りの会場にまで
街には、
「変わる場所」と「変わ 使われ、市民の憩いの場となっている。
までも街が広がっている。怖さすら
感じました」と、当時の驚きを語っ ら な い 場 所 」が あ る の だ と 言 う。 「いつでもアクセス可能で自由な場所
た。 そこに、天塩や学生時代に過 建築家・設計者として街を歩くこ
ごした札幌のように街の境界を明示 とは、街をリサーチし、建築に「公
する海や周囲をめぐる山々はなかっ 共性」を持たせることだ。公共性
た。東京は拡大を続け、上野・秋葉 を持った優れた建築は、市民の日
原・銀座などの多様な街が発達した。 常・非日常の舞台として時を重ね、
それでも尚、徳川幕府以降 400 市民にとって「変わらない記憶の
年、変わらずにこの都市を特徴付け 場所」となる。
る場所がある。皇居（かつての江戸 「この街に、これからつくる建築が
城）周辺のオープンスペースだ。街 どうあるべきか。チームで協力し、ク
は作り替えられても、
「オープンス ライアントとも検討を重ねます。街
ペース
（都市や敷地内で、
建物のたっ を読み取り、あるべき建築の考え方を
ていない土地・空地）
」として、人々 共有し、それから細部に移っていきま
す」
。
から親しまれている。

優勝したときは、実感は

プリの一次選考である論文
学生等、多くの人のご支援

15

を提出しています。論文提

岩澤浩一助教

故郷の 町
記憶に残る風景
連載「教授の歩き方」は、専門家だからこそ目についてしまう教授
目線の街の見え方をのぞく。初回の今回は工学部建築学科の岩澤浩一
助教に話を聞いた。街歩きを通じた
「建築の公共性」
へのまなざしを語っ
てくれた。    
高層ビルの隙間に神社。こうし
ふるさとにも、神社があり、すぐ
た光景に出会ったことはあるだろう そばに縄文期の遺跡がある。出身地
か。神社は「古くからそこで人が生 の北海道天塩郡天塩町は、天塩川の
活していた場所の手がかりであり、 河口にある小さな街。古くから先住
縄文期の遺跡と重なることも多い」 民やアイヌが魚や貝を捕って暮らし
のだと言う。長い時を経てもなお、 ていた。
「天塩川の河川敷と、その
人々の記憶に残り、大切にされてき 後ろに広がる日本海。これがぼくの
た。街で、つい気になってしまう場 原風景」と衛星写真を指し示しつ
所の一つだ。
つ、かつて見続けていた故郷を振り

その建築に公共性がないのなら、忘れ

いを馳せてみてはどうだろう。

か覚えているだろうか」ということ。 ての「変わらない記憶の場所」に思

に暮らす人々が、ここに何があった

かりこの建物がなくなったなら、そこ

岩 澤 浩 一
本学工学部建築学科助教授
北海道天塩郡天塩町出身

15

出後、下川教授の「 自分が

の歩き方
授
教

▲復元された近代資料館

|なぜ優勝することができ

10

たと考えますか？

校だった。創立者は、東京
大学理学部の卒業生たち。
彼らは日本において物理学
が軽視されている状況を憂
慮し、仕事がない日に物理
学校の教師となって無給で

2

と思ったからです。そのた

イスでした。二次審査では、 ついて真剣に勉強できる学

﹁ 入りやすく出にくい﹂

27

日銀グランプリ︑

優
優勝
勝おめでとう︕

昨年 月 日、袴姿の本学の女子学生 人が日銀グ
ランプリで優勝を果たした。日銀グランプリとは、全
国の大学生が「わが国の金融への提言」というテーマ
の下、アイデアを競うコンテストだ。論文、プレゼン
の２段階の審査を経て優勝が決まる。審査員は、日本
銀行の中曽宏副総裁を代表とする一流の知識人だ。そ
のような厳しい審査を突破した 人のうち、今回は岸
さんと樋口さんの 人に話を聞いた。
3

優勝を振り返る

12

めに、学外のコンテストに

を頂き、優勝することがで

講義することを決意した。 に対しては真剣そのもの。
当時の郵便報知新聞には、 少しでもできないところが
次のような広告が載ってい あればすぐに落第させられ
る。
「現在の日本の理学は、 た。また、 回以上落第す
法学の諸学科に比べて軽視 ると退学となった。これが
されている。現に官立大学 「 出にくい 」と言われるゆ
本学には「入りやすく出にくい」という風聞がある。
以外では、理学のための学 えんだ。その代わり卒業さ
留年する者が多いという現状を嘆いたものだ。だが平成
校がいまだ少ない。易しく えできれば、中等教員検定
年度における２年生への進学率を見てみると、理学部
物理の諸学科を学びたい者 試験の受験資格という、専
第一部が ・ ㌫、工学部が ・ ㌫だ。進級率が低く
は誰でも、授業料を持って 門学校と同じような待遇
はないにも関わらず流れているこの風聞。本学が東京物
稚松小学校まで来ること」
。 が得られた。
理学校であった時代からすでに存在していた。
注目したいのは、少ない
授業料を払えば誰でも授業
を受けられるというところ
だ。東京物理学校には、入
学試験と呼ばれるものがな
東京物理学校には、他に
東 京 物 理 学 校 は、
かった。これが当時から
「入 もさまざまな逸話や風聞が
１ ８ ８ １ 年 ９ 月 に、 私 立
りやすい」と言われていた ある。
わかまつ
例えば、審査員の経歴に 稚 松小学校を放課後に間借
理由だ。一方、進級や卒業
有名なのが東京大空襲の
ついて分析するということ りする形で開校した。誰も
に関しては非常に厳しかっ 逸話だ。１９４５年３月
は、下川教授からのアドバ が自由に入学し、物理学に
た。教授はボランティアと 日、アメリカの焼夷弾爆撃
かいじん
してやっていたため、授業 によって、東京一帯は灰燼

岸春佳さん ( 左 ) と
樋口稚菜さん ( 右 )
本学経営学部
経営学科 3 年（当時）
下川ゼミ
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