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＜コンテンツ＞
■１ 文書管理制度の改善について
■２ 保健体育科事務室より文書受入
■３ 同窓会より ICU グッズ受入
■４ 写真で見る ICU の歴史 #004
◎

探しています

◎

編集後記

―――
■１ 文書管理制度の改善について
文書管理制度改善プロジェクトが正式な会議体として認められました。大学全体の記録
を収集管理する制度の確立に向けて活動を続けていきます。各部署においては歴史的資料
提供のご協力をいただきありがとうございます。今後とも歴史資料室の活動をサポートし
ていただけるようお願いします。
■２ 保健体育科事務室より文書受入

保健体育科事務室から過去文書の移管を受けました。
「野尻キャンプ」
「スキーキャンプ」
「駅伝大会」
「ソフトボール大会」ほか関連の写真とファイルです。日本の本格的組織キャ
ンプは 1922 年、YMCA によって始められました。ラッセル・ダーギン、齊藤惣一、齋藤勇、
山本忠興、矢野貫城、湯浅八郎、羽鳥又男、永松克己、湯浅恭三、加美山節、三角達郎ら ICU
奉職者たちはいずれも YMCA 活動の貢献者でもありました。YMCA 野尻学荘は 1932 開設。当
該地で行われる ICU 野尻キャンプは 1956 年に第 1 回が開催され、今に至っています。
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■３ 同窓会より ICU グッズ受入
国際基督教大学同窓会からスカーフ、ネクタイ、マグカップほか ICU グッズの寄贈を受け
ました。Christian Dior ブランドの正絹スカーフもありました。貴重です。

■４ 写真で見る ICU の歴史 #004
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。
モダンミュージックソサエティー（MMS）
（1963 年）
https://www-lib.icu.ac.jp/Archives/Newsletter/img/007.jpg

MMS（モダンミュージックソサエティ―）は、ビッグバンドジャズサークルです。創立期
の Jazzmen's Club（同好会）から 1957 年前後に大学の公認クラブになりました。写真は
1963 年 2 月 16 日に銀座山葉ホールで行われた第 9 回演奏会の一コマです。歌っているのは
ゲスト出演した歌手の森山加代子。
『じんじろげ』などの曲で知られていた彼女はこの 7 年
後に『白い蝶のサンバ』で大ブレイクします。
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◎ 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



ICU 牛乳のビン（湯浅記念館所蔵以外）



DESIDERATA（イヤーブック） 1984



大学紀要欠号


『社会科学ジャーナル』
（冊子体）第 76 号～第 85 号



『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

コロナウイルスの流行で卒業式・入学式ほかが中止となりオリエンテーション・授業
まで影響を受けています。2009 年に流行した新型インフルエンザ（豚インフルエンザ）
の時も 5 月の新入生オリエンテーション
リトリート??? が中止となりました。大
学ウェブページのお知らせでは基本的な予防措置として以下が挙げられています。基本
はコロナウイルス感染予防と同じですね。みなさん気を付けましょう。
＜2009 年新型インフルエンザへの予防措置＞
・手洗い（登校・出勤時、休憩時、食前、帰宅時等）石けん＋流水で、手首まで充分洗
う。手が洗えないときは速乾式消毒剤を利用する（ICU のトイレや事務部署のカウンタ
ーに設置済み）
・うがい 帰宅後、食前は必ずうがいをする
・サージカルマスク（不織布）着用の励行。使い捨て（１日１枚）
・人ごみになるべく出かけない（公共交通機関（バス・電車）利用時はマスク着用）
・睡眠と栄養を充分に取る
2020 年 3 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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<CONTENTS>
■1 Improvement of the Record Management System
■2 Donation from PE Office
■3 Donation from ICU Alumni Association
■4 Historical Images of ICU #004
◎
◎

WANTED!
Editor’s Note

―――
■1 Improvement of the Record Management System
The project was approved to be an official body to discuss the future document
management of the university. We are grateful for the staffs who support our
mission by donating historical documents. We are putting effort to establish the
integrated system for the archival collection building.
■2 Donation from PE Office

The ICU Archives recently acquired the documents and photographs from the
Physical Education office regarding the Nojiri camp, ski camp, road race, softball
championship etc. The modern camping in Japan started in 1922 by YMCA. Many
ICU founders were YMCA associates; Russell Durgin, Soichi Saito, Takeshi Saito,
Tadaoki Yamamoto, Tsuraki Yano, Hachiro Yuasa, Matao Hatori, Katsumi Nagamatsu,
Kyozo Yuasa, Setsu Kamiyama, and Tatsuro Misumi. The launch of the YMCA Nojiri
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Camp Site was in 1932. The ICU Nojiri Camp started in 1956 and has been continuing
since then.
■3 Donation from ICU Alumni Association
The ICU-brand ties, scarfs, mugs, etc. were donated to the Archives. Some items
were produced as a collaboration of The Alumni Association and alumni, such as
ICU-Christian Dior silk scarfs.

■4 Historical Images of ICU #004
Modern Music Society (MMS) in 1963 concert
https://www-lib.icu.ac.jp/Archive/Newsletters/img/007.jpg

The big band jazz club Modern Music Society (MMS) started as "Jazzmen's Club"
and was approved as an official student club in 1957. This shot is from their 9th
annual concert at the Ginza Yamaha Hall in February 16, 1963. Standing in the center
is a guest singer, Kayoko Moriyama. She was known by "Jin-ji-ro-ge" and some other
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minor songs, but had to wait seven years from this photo for her smash hit song
"Shiroi cho no samba" (White Butterfly Samba) .
WANTED!
We are looking for the following documents and information. Those who know
or own them, please contact the Archives (icuarchives@icu.ac.jp)

◎







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 1984
ICU Publications:






◎

The Journal of Social Science v.76-85
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
The Corona virus is seriously affecting our campus activities; graduation and

matriculation ceremonies, orientation and all classes. In 2009 swine flu spread, the
orientation was cancelled. The university put the following notice regarding the
infection prevention on the w3 server which is basically the same as we see now in
the Corona case:
<2009 flu avoidance instruction>
* Wash hands when arriving on campus, when you have breaks, before meals, and
upon returning home; wash with soap and water; wash up to the wrists. When in
places where it is not possible to wash hands, use hand sanitizer (gels, etc.); these
are already provided in restrooms and administrative offices.
* Gargle when returning home and before meals.
* Wear disposable surgical mask (1 per day).
* Avoid crowds and wear a mask when taking public transportation.
* Get plenty of sleep and eat well.
March 25, 2020
ICU University Archives (ICU Library)
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