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■１ 寺蔵？ いえ、テラゾーです
淡雪・蛇紋・カナリヤ・渓流・小桜・鳴戸・遠眼
鏡・山口更紗… これらはあるものの種類につけら
れた名前です。ICU に通っている人は毎日のように
見ているもの、テラゾーです。テラゾー（terrazzo）
は建物の壁や床に使われる建材（表面加工）の一種
です。本館内の床、壁の下部に見られる小石の粒が
入ったものがそれです。砕いた大理石を色付きセメ
ントに混ぜ込んで成型したもので、セメントと粒石
の色の組み合わせに上述のような名前が付けられています。学校・ホテル・公的機関などの
建物に多用されていました。見た目の美しさとすぐれた耐久性を
持つため今でも駅構内や高級小売店、バー、注文住宅などで使わ
れます。ICU でも本館・図書館・D 館・シーベリー礼拝堂・教育
研究棟・本部棟などに使われており、建築技術的にも特殊で興味
深いものです。壁に使用する場合はあらかじめ板状に成型したも
のを張りつけますが、床は現場での流し込んだものを乾燥後に研
磨して仕上げています。普段何気なく見ているものですが、よく
よく見るとなかなか味わい深いですね。
■２ 個人ファイルの移管
人事部で保管している教職員の個人ファイルのうち、退職後 30 年を経過したものについ
てアーカイブズへの移管を実施しました。1990 年までに退職した教員・職員の職歴ほか情
報が含まれます。今後これらはアーカイブズの責任において保存・提供を行います。情報提
供の対象は現 ICU 構成員に限られます。個人情報保護のため、その都度提供できる内容を
アーカイブズが検討・選別した上で行います（内容により人事部の承認を経て行うことにな
ります）。
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■３ 入試要項を受け入れました
アドミッションズ・センターより入学試験要項を含む過去の出願セットを新たに受け入れ
ました。これで 1963 年以降（いくつか欠号がありますが）最新の 2021 年度分までが揃い
ました。
■４ 写真で見る ICU の歴史 #008
理髪店（1960 年代）
https://www-lib.icu.ac.jp/Archives/Newsletter/img/022.jpg
どこの床屋さんですか？
もちろん ICU です。ディッ
フェンドルファー記念館東
館の地下にあった理髪店は
1958 年の D 館竣工時から
あったと思われ、1979 年 6
月 20 日に閉店するまで約
20 年間続きました。いまで
も地階への階段の踊り場の
壁に残るハンガー掛けは、
入店する学生が上着をかけ
るために使われていたそうです。
◎ 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）
。


ICU 牛乳のビン



DESIDERATA（イヤーブック） 1984 年



タイワークキャンプ報告書 2004 以降



ICU 入学案内 2013 年



教職員研修旅行しおり他 1993 年以降



大学紀要欠号


『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 号、第 12 号、第 14 号



『ジェンダー＆セクシュアリティ』第 01 号
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◎ 編集後記

おかげさまでこのところ、学内各所からアーカイブズへの問い合わせが増えています。
マクリーン通りの桜について、旧 D 館のオーディトリアム緞帳について、Faculty
Development の始まりについて、などなど。すべての質問に 100%の回答ができている
わけではありませんが、何かしら有用な情報は提供できています。各部署からの資料移
管も着実に進んでいます。今後は文書管理の管掌部門として、大学の歴史に関する情報
だけではなく、教学・運営ほか大学の活動全般についての情報センターとして機能して
いきます。

2020 年 12 月 3 日発行
ICU アーカイブズ（ICU 図書館内）
icuarchives@icu.ac.jp
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■1 Beneath Our Feet
Snow White, Snake Skin, Canary, Mountain
Stream, Cherry Blossom, Whirlpools, Telescope…
What are these names for? Look down, and
you shall find “Terrazzo” floor all over ICU
campus. Terrazzo is an interior work
technique used for finishing the surface of the
floor and the walls. The Colored cement with
the marble pebbles inside is poured and
polished after it dries. The above names represent the combinations of the marbles
and cement color. Terrazzo is once popular in the scenes like schools, hotels, and
other organization buildings. We could still see it in the
stations, the department stores, the bars, and the custombuilt housings. At ICU, we can observe it in the Main
Building, Library, D-kan, Seabury Chapel, ERB, and in the
Administration Building. Because Terrazzo is paste and
needs to be completely dried before polishing, pre-mold
Terrazzo plates are used to cover the walls. Look for the
valuable samples of this unique technique around us.
■2 Personnel Files to the Archives
The old personnel files of the ICU teaching and general staff are transferred to the
Archives from the Personnel Office. The files of those who have retired until 1990
is now kept as the archival records of the university and utilized under the Archives
management.These files will work as the reference materials for the present ICU
staff. Personal information should go through filtering by the Archives to keep the
confidentiality (partially checked by the Personnel Division.)
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■3 Past Entrance Application Packages to the Archives
The past entrance application packages are transferred to the Archives from the
Admissions Center. All year packages including the explanatory booklets for the
entrance examinations from 1963 to 2021 are now on our shelf, with a few missing
issues.
■4 Historical Images of ICU #008
The barber (1960’s)
https://www-lib.icu.ac.jp/Archives/Newsletter/img/022.jpg
Where the heaven is this barber
shop? On our campus, of course.
It was located on the basement
of the Diffendorfer Memorial
Hall presumably from 1958 to
its closure on June 20th, 1979.
You could still see the hangers
on the staircase wall to the
basement where students hung
their coats to enter the barber.
◎ WANTED!
We are looking for the following documents and information. Those who know
or own them, please contact the Archives (icuarchives@icu.ac.jp)







ICU Milk bottle (other than those kept in Yuasa Memorial Museum)
DESIDERATA 1984
Thai Work camp report, 2004 and after
ICU Official University Guide 2013
ICU Staff tour pamphlet, 1993 and after
ICU Publications:
 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, v.12, v.14
Gender & Sexuality v.01
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◎ Editor’s Note
We observe the increase in number of reference questions to the Archive in this
few months. About the cherry trees along McLean Avenue, about the drop
curtain in the Diffendorfer Memorial Hall auditorium, about the origin of the
Faculty Development and so on. Although we could not answer precisely, we
could provide some useful information to all users. Past documents have been
transferred to the Archives from other offices. The Archives is becoming the
information center of the university’s organizational activities, in addition to the
repository of the historical asset.
December 3, 2020
ICU Archives (ICU Library)
icuarchives@icu.ac.jp
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