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■１ モーリス・トロイヤー氏について 

2023 年竣工予定の新館の名称が「トロイヤー記念アー

ツ・サイエンス館」に決まりました。モーリス・エマニ

ュエル・トロイヤーは ICU 創立の準備段階から設立後

の教育プログラムにまで最も深くかかわった人物です。

ICU アーカイブズのウェブサイトにトロイヤー特設ペ

ージを設けましたので、ご覧ください。 

 

モーリス E. トロイヤー特設ページ 

https://www-lib.icu.ac.jp/Archives/Troyer/Troyer.htm 

 

 

 

 

 

■２ 手彫りか！？ 違いました… 

図書館で使われていた古いゴム印が寄贈され

ました。おっ、この波模様。貴重な手彫りゴム

印では！？ よく見ると手彫り風の模様が施

してあるだけでした。しかし実用的意味のな

い装飾を施すところに日本人のモノづくりに

対する姿勢を見た気がします。 

 

 

 

 

 

ICU 
Archives 

https://www-lib.icu.ac.jp/Archives/Troyer/Troyer.htm
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■３ 写真で見る ICU の歴史 #012 

本館前（2002 年） 

https://www-lib.icu.ac.jp/Archives/Newsletter/img/032.jpg 

大学本館の玄関両脇の高

木はサイプレス(糸杉)とカ

イヅカイブキ。第 4 代学長

の篠遠喜人先生の寄贈で

す。サイプレスはエルサレ

ムから贈られた種から育

てたものです。カイヅカイ

ブキの根本が傾いている

のは 1979 年の台風 20 号

で倒れたものを立て直し

た名残です。左右に拡がる

イチョウの並木は 1973 年、

開学 25 周年を記念して、第 2 代学長の鵜飼信成先生から寄贈されました。現存する 11 本

のうち 7 本が雌木、4 本が雄木です。 

 

■４ 創立史 PDF 版を公開しました 

  

ICU の 正 史 と な っ て い る ”International 

Christian University: An Adventure in 

Christian Higher Education in Japan” (1964

年 9 月)とその日本語訳『国際基督教大学創

立史』(1990 年 6 月)の PDF 版をアーカイブ

ズウェブページで公開しました。設立準備期

間から開学 10 年後までの ICU を知ることが

できる基本資料です。どうぞご覧ください。 

https://www-lib.icu.ac.jp/Archives/IglehartBook/IglehartBook.pdf（日本語版） 

https://www-lib.icu.ac.jp/Archives/IglehartBook/IglehartBook-e.pdf（英語版） 

 

◎ 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 

 教職員研修旅行しおり他 1993 年以降 

 『日本語教育研究センター紀要』第 12 号 

https://www-lib.icu.ac.jp/Archives/Newsletter/img/032.jpg
https://www-lib.icu.ac.jp/Archives/Newsletter/img/032.jpg
https://www-lib.icu.ac.jp/Archives/IglehartBook/IglehartBook.pdf
https://www-lib.icu.ac.jp/Archives/IglehartBook/IglehartBook-e.pdf
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 『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 

 

◎ 編集後記 

 同窓会報『ALUMNI NEWS』136 号に ICU 農場についての記事を寄稿し

ました。同窓会ウェブサイト「アラムナイニュース」のページからご覧くだ

さい。 

ALUMNI NEWS Vol.136 p.18-19 (大学のページ)「牧場を渡る風」 

https://www.icualumni.com/alumninews/ 

 

 

2022 年 4 月 8 日発行 

ICU アーカイブズ（ICU 図書館内） 

icuarchives@icu.ac.jp 

 

https://www.icualumni.com/alumninews/
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■1 Maurice Troyer Memorial 

The new building now under construction was 

named “Troyer Memorial Arts and Science Hall.” 

Maurice Emanuel Troyer was one of the founders 

of ICU, served as the first Vice President of 

Academic Affairs. Please visit his memorial page 

in the ICU Archives website. 

 

Maurice E. Troyer Memorial 

https://www-lib.icu.ac.jp/Archives/Troyer/Troyer-e.htm 

 

 

 

 

 

 

■2 Hand Carved? No, It isn’t. 

This is an old rubber stamp once used in the 

Library. I was excited to see the hand carved 

patterns, but soon realized it was fake. This 

useless but fine decoration, though, impressed 

me. It is a humble evidence of the spirit of the 

Japanese handcraft design. 

 

 

 

 

 

https://www-lib.icu.ac.jp/Archives/Troyer/Troyer-e.htm
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■3 Historical Images of ICU #012 

The University Hall (2002) 

https://www-lib.icu.ac.jp/Archives/Newsletter/img/032.jpg 

Trees on the both sides of the 

entrance of the University Hall 

are Italian cypress and Hollywood 

juniper. These two were the gifts 

from Dr. Yoshito Shino, the 4th 

ICU President. Cypress was 

brought up from its seed sent 

from Israel. Tilted trunk of the 

juniper was caused by the 

typhoon No.20 in 1979 that 

knocked it down. The ginkgo trees along the building front are the gifts from 

Dr. Shigenobu Ukai, the 2nd ICU President commemorating the 25th 

Anniversary of ICU in 1973. Seven of them are female, rests are male.  

 

■４ ICU History Released in PDF 

The most comprehensive records of the 

ICU history, ”International Christian 

University: An Adventure in Christian 

Higher Education in Japan” (1964.9) 

and its Japanese translation are now 

available from the ICU Archives 

website in PDF format. Precise 

description of the beginning of the 

university foundation and the first ten years.  

 

https://www-lib.icu.ac.jp/Archives/IglehartBook/IglehartBook-e.pdf（English） 

https://www-lib.icu.ac.jp/Archives/IglehartBook/IglehartBook.pdf （ Japanese） 

 

◎ 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 

 ICU Staff tour pamphlet, 1993 and after 

https://www-lib.icu.ac.jp/Archives/Newsletter/img/032.jpg
https://www-lib.icu.ac.jp/Archives/Newsletter/img/032.jpg
https://www-lib.icu.ac.jp/Archives/IglehartBook/IglehartBook-e.pdf
https://www-lib.icu.ac.jp/Archives/IglehartBook/IglehartBook.pdf
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 ICU Publications: 

 The Research Center for Japanese Language Education Annual 

Bulletin v.12  

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

 Gender & Sexuality v.01 

 

◎ Editor’s Note 

 ICU Archives’ article about the ICU Farm was put on the “ALUMNI 

NEWS” Vol.136. Please refer to the ICU Alumni Association Website. 

  

ALUMNI NEWS Vol.136 p.18-19 “Old ICU Had a Farm” 

https://www.icualumni.com/alumninews/ 
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