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発行：国際基督教大学歴史資料室

大学歴史資料室ではこのたびメルマガ『ICU アーカイブズ』を大学教職員のみなさんに
配信することになりました。資料室では過去の貴重な歴史文書だけではなく、将来大学の歴
史資料になる可能性の高い、大学活動全般にわたる資料の収集・活用をめざしています。
＜コンテンツ＞
■１ 特別展示『エーミル・ブルンナーと ICU』
■２ 捨てる前に！ ―資料室からのお願い―
■３ キムタクのサイン発見
■４ 写真で見る ICU の歴史#001
◎

探しています

―――
■１ 特別展示『エーミル・ブルンナーと ICU』
2019 年は、スイスのプロテスタント神学者で弁証法神学の創始者の一人として知られる
E. ブルンナー生誕 130 年の節目にあたります。ブルンナーは青少年時代をチューリッヒで
過ごし、1924 年からはチューリヒ大学教授として教壇に立ち、後に同大総長を務めました。
1953 年から 1955 年にかけて国際基督教大学の客員教授として招聘され来日、大学での講
義をはじめ、各所での講演活動を精力的に行いました。戦後全くの新しい大学として創立さ
れた ICU との「出会い」を端緒に、現在の ICU、ひいては、現代社会に向けブルンナーが
語りかけていることを考えたいと思います。
■２ 捨てる前に！ ―資料室からのお願い―
資料室では、大学各事務局で作成されるパンフレット・ガイド・案内・ビラなど、文書管
理台帳に掲載されない印刷物でも将来の重要性を考えてできる範囲で収集保存をしていま
す。部署の業務に使わなくなった、古くなったからといって捨てる前に資料室
（icuarchive@icu.ac.jp）にご一報ください。
■３ キムタクのサイン発見
先日資料整理中に有名人のサイン色紙一式が出てきました。中には木村拓哉、竹中直人、
阿部寛、眞鍋かをり、藤木直人ら俳優・タレントのものがありました。ドラマ・映画の撮影
やテレビ番組の収録に訪れた際に残していったものと思われます。
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■４ 写真で見る ICU の歴史#001
歴史資料室に保存されている過去の写真を紹介するコーナーです。
ICU 正門（1957 年前後）

https://www-lib.icu.ac.jp/Archives/Newsletter/img/002.jpg
開学間もないころの大門を正面から移したもの。正面にはヴォーリズが手掛けた礼拝堂が
見えます（のちにレイモンドにより現在の形に改築）。マクリーン通りに沿って並ぶ大きめ
の木は桜とともに植わっていたスズカケノキと思われます。
◎ 探しています
以下の情報・資料を探しています。ご存じの方、資料をお手元にお持ちの方がいらっしゃ
いましたら、資料室にご連絡ください（icuarchives@icu.ac.jp）
。


マクリーン通りの桜はいつだれが植えたか（正確な日付と植えた本人）



『大学案内』2007 年度版



『日本語教育研究センター紀要』第 7 号、第 12 号



『ICU 日本語教育研究』第 1 号、第 4 号、第 5 号、第 6 号、第 7 号、第 10 号

2019 年 9 月 25 日発行
ICU 大学歴史資料室（ICU 図書館内）
icuarchives@icu.ac.jp
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International Christian University Archives

This is the first issue of the web newsletter by the ICU University Archives. The Archives is
aiming to collect the historical documents and the records with enduring values plus up-todate documents that would gain such values for future reference.
<CONTENTS>
■１ Special Exhibition: Emil Brunner and ICU
■２ Halt, Before You Throw Them Away
■３ Kimutaku’s Autograph Discovered
■４ Historical Images of ICU #001
◎

WANTED!

―――
■１ Special Exhibition: Emil Brunner and ICU
Emil Brunner is a Protestant theologian, also known as one of the founders of dialectical
theology. The year 2019 marks the 130th anniversary of his birth. He was born in Swiss and
spent his youth in Zürich. In 1924 he started his academic career as a professor of the
University of Zurich, and later served president of the university.
At the invitation of ICU, he came to Japan in 1953 and taught there as a visiting professor
until he left Japan in 1955. Starting from the point of his encounter with ICU, which was
established after the war as a university with a new concept, and will appreciate Brunner’s
messages for the present ICU, and eventually, for the present modern society.
■２ Halt, Before You Throw Them Away
The ICU Archives preserve as many documents and records as possible. Brochures, user’s
guides, flyers and other ephemeras, too, could well be historical assets to ICU. If you are not
sure whether to discard the used and old documents, please inform the Archives
(icuarchive@icu.ac.jp).
■３ Kimutaku’s Autograph Discovered
Autographs by actors and actresses were found in the box in the Archives shelf the other
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day. Included were Takuya Kimura, Naoto Takenaka, Hiroshi Abe, Kaori Manabe and others.
They are presumed to be acquired when TV and movie location-shoots took place on our
campus.
■４ Historical Images of ICU #001
We will show you the photo images of past ICU from our shelves.
ICU Main Gate (around 1957）

https://www-lib.icu.ac.jp/Archives/Newsletter/img/002.jpg
The vista view of the main gate in early days of ICU. We can see the old university chapel
designed by Merrell Vories, before the renovation by Antonin Raymond in 1960. The trees
along the McLean Avenue are the plane trees taller than cherry trees at the time.
◎ WANTED!
We are looking for the following documents and information. Those who know or own them,
please contact the Archives (icuarchives@icu.ac.jp)


Who actually planted the cherry trees along McLean Avenue and the exact date they
were planted.



The University Guidebook for Prospective Students 2007



The Research Center for Japanese Language Education annual bulletin vol.7, vol.12



ICU studies in Japanese language education vo.1, vol.4, vol.5, vol.6, vol.7, vol.10
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