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■１ 文書管理制度の改善について 

■２ ワース先生令嬢より寄贈受入 

■３ DESIDERATA（イヤーブック）寄贈受入 

■４ w3を覚えていますか？ 

■５ 写真で見る ICU の歴史#003   

◎  探しています 

◎  編集後記 

 

――― 

 

■１ 文書管理制度の改善について 

 現在、文書管理システムによる文書管理台帳作成と保存年限に従った移動・廃棄の仕組を

改善するためのプロジェクトが進行中です。まずは、各部署に保存されている歴史的文書・

情報を歴史資料室で集中管理する予定になっています。プロジェクトの主旨をご理解いた

だき各部署のご協力をよろしくお願いします。 

 

■２ ワース先生令嬢より寄贈受入 

元 NS教員のドナルド・ワース先生の令嬢、Ann Worthさんからワース先生が ICU時代に

お持ちだった資料が寄贈されました。初期の先生方の写真ほか貴重なものが含まれていま

す。 

 

■３ DESIDERATA（イヤーブック）寄贈受入 

 カウンセリングセンターより DESIDERATA（イヤーブック）の過去号の寄贈（資料室保存

用）をいただきました。DESIDERATAは 1980年に設立された学生団体「イヤーブック」によ

り発行される年刊（写真集）です。最近は SNS で写真を共有することが一般となりました

が、手に取ることのできる形でも残していきたいものです。資料室保存用はまだ全号そろっ

ていません。文末の「探しています」をご覧いただき、寄贈にご協力ください。 

 

■４ w3を覚えていますか？ 

2000 年から 2011 年まで学内情報のポータルとして機能していた w3（ダブルスリー）に

投稿された大学・学生からのお知らせ、約 48,300 件が IT センターの協力によりデジタル
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データで資料室に受入されました。1959年から 1999年まで 40年間にわたって大学・教員・

学生からのお知らせを掲載していた学内ニューズレター「ICU Gazette」が中止されて以降

約 10年間のキャンパス活動を検索・確認できる貴重なソースです。この期間の活動で確認

したいことがある方は資料室にお尋ねください。（icuarchives@icu.ac.jp） 

 

■５ 写真で見る ICU の歴史#003   

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。 

 

ランゲージ・ラボラトリー（1961年） 

https://www-lib.icu.ac.jp/Archives/Newsletter/img/006.jpg 

 

 

 視聴覚機器を活用した言語学習施設、ランゲージ・ラボラトリーの写真です。1959年 12

月 1日に本館 4階（現在の音楽教室）に開設されました。写真は 1961年頃の様子です。ラ

ボラトリーの設置にあたっては、熱心なクリスチャンであった株式会社ソニーの創業者、井

深大氏からテープレコーダー51台が寄贈されました。1968年 4月に本館 1階に移転。北西

側の教室の床が今でも高くなっているのはその名残です。その後 1982 年に ILC（総合学習

センター）へと移りました。 

 

◎ 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）。 

 

 インドの風景を描いた絵画（住谷磐根/画） 

 ピート・シーガーが来学したときのエピソード 
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 ICU牛乳のビン（湯浅記念館所蔵以外） 

 DESIDERATA 1981, 1984, 1985, 1995, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 

2006, 2007, 2009, 2011, 2012, 2014 

 

 大学紀要欠号 

 『社会科学ジャーナル』（冊子体）第 76号～第 85号 

 『語学研究』ICU Language Research Bulletin V. 21 

 『ICU日本語教育研究』第 1号、第 4号～第 7号、第 10号 

 『日本語教育研究センター紀要』第 7号、第 12号 

 『ICU夏期日本語教育論集』第 11～12号、第 14号 

 『ジェンダー＆セクシュアリティ』第 01号 

 

◎ 編集後記 

 記事でも紹介しましたが、かつての w3 のお知らせ情報データが資料室に移管されま

した。これを使って、先日亡くなったペシャワール会の中村哲さんが講演に来たのはい

つかという問い合わせに答えることができました（2005 年 5 月 30 日に C-Week の一環

で講演されました）。 
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■１ Improvement of the Record Management System  

The project was launched to improve the present Record Management System 

that defines the preservation and disposition of official university records and 

documents. To start with, the Archives will collect those records with historical 

values kept in each office. We thank you for your cooperation and understanding 

of our mission in advance. 

 

■２ Donation from Ms. Ann Worth 

  The daughter of a professor emeritus Dr. Donald Worth, kindly provided us with 

photographs and documents that Dr. Worth had left. Some of them are very 

informative and giving us images of the past era. 

 

■３ DESIDERATA from the Counseling Center 

 Past issues of DESIDERATA, yearbook published by student-run group were 

donated by the Counseling Center to the Archives. DESIDERATA is the annual 

university photo album first published in 1980. We are more accustomed to 

sharing photos through SNS nowadays, but it is still nice to have them in print. 

Donation of the lacking issues will be highly appreciated.  
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■４ Do you remember w3? 

All the news put on w3, the ICU intranet portal server that was in operation 

from 2000 to 2011, were donated from IT Center to the Archives in digital files. 

About 48,300 uploaded notices by staff and students are included. The events 

took place in a decade since the termination of the university newsletter "ICU 

Gazette (1959-1999)," can now be searched. Those who want to confirm any 

events during these years, please consult the Archives（icuarchives@icu.ac.jp）. 

 

■５ Historical Images of ICU #003 

We will show you the photo images of past ICU from our shelves.  

 

Language Laboratory (1961) 

https://www-lib.icu.ac.jp/Archives/Newsletter/img/006.jpg 

 

The Language Laboratories, special classrooms with audio-system were installed 

in the room on the fourth floor of the Honkan (University Hall) in 1959. This 1961 

picture shows us how it looked. Mr. Masaru Ibuka, a founder of SONY Co., ltd. 

donated fifty-one SONY tape recorders for it. The laboratory was moved to the 

first floor of the Honkan. This explains why the floor of the north-west rooms is 

raised as you can still see. It was then moved to ILC (Integrated Learning Center) 

in 1982. 

 

◎ WANTED! 

 We are looking for the following documents and information. Those who know 

or own them, please contact the Archives (icuarchives@icu.ac.jp) 
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 Pictures of Indian landscape and scenery by Iwane Sumiya 

 Pete Seeger’s visit to ICU 

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

 DESIDERATA 1981, 1984, 1985, 1995, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 

2006, 2007, 2009, 2011, 2012, 2014 

 

 ICU Publications: 

 The Journal of Social Science v.76-85 

 ICU Language Research Bulletin v.21 

 ICU Studies in Japanese Language Education v.1, v.4-7, v.10  

 The Research Center for Japanese Language Education Annual 

Bulletin v.7, v.12  

 Bulletin of the ICU Summer Courses in Japanesev.11-12 v.14 

 Gender & Sexuality v.01 

 

◎ Editor’s Note 

 As mentioned in the above article, w3 news data are now in our Archives. Using 

this data, we could answer the reference question about Tetsu Nakamura, the 

organizer of Peshawar-kai, killed recently. He visited ICU as a guest speaker for 

the C-Week special lecture on May 30, 2005. 

 

January 27, 2020 

ICU University Archives (ICU Library) 

icuarchives@icu.ac.jp 

 


