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発行：国際基督教大学歴史資料室

メールマガジン『ICU アーカイブズ』第 2 号をお届けします。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』開催中
■２ 「ICU くるくる History Tour」を開催しました
■３ 理学館・保健体育科事務室から資料をいただきました
■４ 写真で見る ICU の歴史#002 泰山荘
◎

探しています

◎

編集後記

―――
■１ 特別展示『エーミル・ブルンナーと ICU』開催中
特別展示『エーミル・ブルンナーと ICU』を開催中です。1953 年から 1955 年にかけて
客員教授として ICU に在職したプロテスタント神学者 E. ブルンナーの足跡をたどること
で、現在の ICU、ひいては、現代社会に向け彼が語りかけていることを考えたいと思いま
す。
■２ 「ICU くるくる History Tour」を開催しました
キャンパス内各所を自転車で巡りながら歴史の痕跡をたどる解説付きツアー「ICU くる
くる History Tour」
（11 月 6 日）は主催者都合でキャンセルになり申し訳ありませんでし
た。ご予約いただいた方を対象に 11 月 13 日にツアーを開催いたしました。今後も引き続
き開催していきたいと思いますので、ぜひご参加ください。
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■３ 理学館・保健体育科事務室から資料をいただきました
理学館事務室と保健体育科事務室から資料をいただきました。学科時代のリトリートに
関する文書、駅伝大会やスキーキャンプの写真、学生紛争時代の文書ほかが含まれていま
した。歴史資料室は大学のあらゆる活動の記録センターとして機能するために資料を集め
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にご
一報ください。
（icuarchives@icu.ac.jp）
■４ 写真で見る ICU の歴史#002 泰山荘
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。
泰山荘（1961 年）
https://www-lib.icu.ac.jp/Archives/Newsletter/img/005.jpg

泰山荘母屋（南側）の写真です。農家を移築したもので右に見える書院（現存）と渡り廊
下でつながっていましたが、1966（昭和 41）年 4 月 17 日午後、火災により全焼しました。
前庭は卒業式後の茶話会や各種の祝賀会に使用されていました。今年の前期朝ドラ『なつぞ
ら』のヒロインのモデル奥山玲子さんもシーベリーで挙式の後ここで披露パーティを行っ
たことが分かっています。
◎ 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）
。
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ピート・シーガーが来学したときのエピソード



ICU 牛乳のビン（湯浅記念館所蔵以外）



過去のキャンパス風景やイベントの写真・ビデオ



『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

◎ 編集後記

11 月 20 日、本部棟前庭に生えているレバノンスギの手入れが行われました。不要な
枝を剪定するとともに、日当たりをよくするため覆いかぶさっていた周りの木の枝も切
り、周辺が杭とロープで囲われました。背は低くても 1957 年以来 ICU の歴史を見守っ
てきた貴重な木です。皆で大切に見守り育てましょう。
2019 年 12 月 5 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 second 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is aiming to collect the historical documents and the records with enduring values plus up-todate documents that would gain such values for future reference.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 ICU Magical Mystery Tour
■３ Documents from NS and PE office
■４ Historical Images of ICU #002 Taizan-so
◎

WANTED!

◎

Editor’s Note

―――
■１ Special Exhibition: Emil Brunner and ICU
The Special Exhibition: Emil Brunner and ICU Emil Brunner is now being held at the ICU
Archives on the first floor of the Main Library. Let us receive Dr. Brunner’s messages for the
present ICU, and eventually, for the present modern society.
■２ ICU Magical Mystery Tour
A tour to look around the historical sites on our campus was held on November 13. The
participants all on their bikes enjoyed as past facts being discovered. The tour will be
continuously held.
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■３ Documents from NS and PE office
The past documents were transferred to the ICU Archives from Natural Science and Physical
Education office. The records of the divisional retreat, marathon day, ski camp, the student
movement were included. 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 (icuarchives@icu.ac.jp).
■４ Historical Images of ICU #002 Taizan-so
We will show you the photo images of past ICU from our shelves.
Taizan-so (1961）

https://www-lib.icu.ac.jp/Archives/Newsletter/img/005.jpg
Omo-ya (the main building) of Taizan-so was a transported old farm house. It was
connected to Sho-in (on the right; existing) with the roofed bridge. Omo-ya was burned
down in a fire on April 17, 1966. The garden was used for tea parties after graduation and
other ceremonial occasions. Reiko Okuyama, the model of the heroine of the last NHK
Morning Drama serials, held her wedding at the Seabury chapel and the reception in the
Taizan-so.

5

No.2 (December 5, 2019)
◎ WANTED!
We are looking for the following documents and information. Those who know or own them,
please contact the Archives (icuarchives@icu.ac.jp)


Pete Seager’s visit to ICU



ICU Milk bottle (other than those kept in Yuasa Memorial Museum)



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

◎ Editor’s Note

The Lebanon Cedar in front of the Administration Building had a pruning and other
care on November 10. The tree, known as one of the endangered species, has been
walking along with the university history since1957. Let us watch over it grow as our
symbol tree.
December 5, 2019
ICU University Archives (ICU Library)
icuarchives@icu.ac.jp
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