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■１ 御殿場会議・マクリーン牧師特設ページ 

  

 

1949 年 6 月 13 日から 16 日、静岡県御殿場の YMCA 東山荘で ICU の骨格を決定する会議

「御殿場会議」が開かれました。大学名称を「国際基督教大学」にすることなど、大学の基

本方針が固められました。アーカイブズでは御殿場会議の原資料をデジタル化し特設ペー

ジで公開いたしました。この会議に先立つこと 1946 年の 1 月に米国ヴァージニア州リッチ

モンドのギンターパーク教会のジョン・マクリーン牧師が呼び掛けた戦後日本への償いの

ための問いかけが、キリスト教大学設立のための全北米キャンペーンへと拡がりました。そ

の原文を特設ページで公開しています。 

 

御殿場会議特設ページ 

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

マクリーン牧師特設ページ 

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

 

 

 

ICU 
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https://www-lib.icu.ac.jp/Archives/GotembaKaigi/index.htm
https://www-lib.icu.ac.jp/Archives/MacLean/index.htm
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■２ 青木村レポート 

湯浅八郎初代学長も尊敬した元 ICU

職員、宮沢吉春さんについて書いた記事

をきっかけに、宮沢さんの出身地である

長野県小県郡青木村の人たちとの交流が

生まれました。今年のゴールデンウィー

クに筆者が訪問、村長以下みなさまに歓

待いただき、自然豊かで人情厚い青木村

に魅了されました。ゆるキャラのアオキ

ノコちゃん（リアル）には残念ながら会

えませんでした。 

アオキノコちゃんの部屋（青木村ウェブサイト） 

http://www.vill.aoki.nagano.jp/aokinokocyan.html 

 

 

■３ 写真で見る ICU の歴史 #013 

マクリーン通り（1996 年または 1998 年） 

https://www-lib.icu.ac.jp/Archives/Newsletter/img/033.jpg 

夏ですので、涼しい写真を。

1996 年か 1998 年の大雪の日

です。これだけ降ると早朝か

ら除雪車が出動するので、こ

こまで雪で覆われたマクリ

ーン通りを見た人はあまり

いないでしょうか。ICU の広

いキャンパスは、2006 年のセ

ンター試験会場提供時など

大雪でたびたび苦い思いを

してきました。 

 

http://www.vill.aoki.nagano.jp/aokinokocyan.html
https://www-lib.icu.ac.jp/Archives/Newsletter/img/033.jpg
https://www-lib.icu.ac.jp/Archives/Newsletter/img/033.jpg
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■４ キャンパスプランが風呂敷に 

 ICU アーカイブズ所蔵のキャンパスプラン図面

（ヴォーリズ建築事務所, 1949）が同窓会グッズと

して生まれ変わりました。70cm 角の超撥水風呂敷

です。風呂敷としてだけではなく結んでエコバッグ

に、急な雨の時の傘やレインコート代わりに、万が

一の時にはバケツのように水も運べる優れもので

す。価格は 3,500 円（税込）です。お求めはこちら

から。 

ICU アラムナイショップ 

https://shop.icualumni.com/items/64412806 

 

 

◎ 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 

 『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 

 おかげさまで ICU アーカイブズも徐々に大学内外での認知度が高まってきたようで、

この 4 月から 6 月の 3 か月間に 40 件を超えるご質問やお問い合わせ、ご依頼の案件を

いただきました。大学全体の役に立つ一次情報の集積センターになりつつあると実感し

ています。大学全体で共有した方がよいと思われる情報や資料のご提供にご協力くださ

い。ICU の歴史、資料、各種情報を確認したいときはぜひ一度アーカイブズにお問い合

わせください。 

 

2022 年 7 月 13 日発行 

ICU アーカイブズ（ICU 図書館内） 

icuarchives@icu.ac.jp 

 

https://shop.icualumni.com/items/64412806
mailto:icuarchives@icu.ac.jp
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■1 Gotemba Meeting & Rev. MacLean’s Special webpage 
 

 
The so-called Gotemba Meeting was held on June 13th to 16th in 1949 at the 

Japan YMCA Tozan-so in Gotemba, Shizuoka. The Christian leaders of Japan 
and North America gathered to conclude the final constitution of their new 
university, ICU. The digital version of the original documents from the meeting 
was recently added to our website. Also uploaded is a 1946 article by Rev. John 
MacLean, the pastor of the Ginter Park Presbyterian Church of Richmond, 
Virginia, USA titled "A Suggestion-As foolish as the teaching of Jesus of 
Nazareth" in which he suggested that Christians should make gifts for 
devastated Japan, later became an ignition to the widespread fund raising 
campaign throughout the North America for establishing a Christian university 

in Japan.  
 
The Gotemba Meeting Memorial  
https://www-lib.icu.ac.jp/Archives/GotembaKaigi/index-e.htm 
John A. MacLean Special Contents  
https://www-lib.icu.ac.jp/Archives/MacLean/index-e.htm 

https://www-lib.icu.ac.jp/Archives/GotembaKaigi/index-e.htm
https://www-lib.icu.ac.jp/Archives/MacLean/index-e.htm
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■２ From Aoki village  

The writer visited Aoki village in 
Nagano, the birthplace of an 
honored ICU gardener, Yoshiharu 

Miyazawa, and received a warm 
reception by the village head and 
other people. The beautiful 
countryside and hospitality would 

certainly make you happy. Pity that 
the writer could not meet 
AOKINOKO-CHAN, the village 
mascot. 

 
AOKINOKO-CHAN’s Room (Aoki village website) 
http://www.vill.aoki.nagano.jp/aokinokocyan.html 
 
 

■3 Historical Images of ICU #013 

MacLean Avenue (1996 or 1998) 

https://www-lib.icu.ac.jp/Archives/Newsletter/img/033.jpg 

Hope you feel relieved from 
the boiling weather with this 
photo of snow covered 
MacLean Avenue taken in 
1996 or 1998. The camera 
captured the early morning 
scene before the snowplow 
came, which should be quite 

rare. Heavy snow has been 
major concerns to university 
entrance examinations in 
Japan including ICU. 

 

 

http://www.vill.aoki.nagano.jp/aokinokocyan.html
https://www-lib.icu.ac.jp/Archives/Newsletter/img/033.jpg
https://www-lib.icu.ac.jp/Archives/Newsletter/img/033.jpg
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■４ Campus Plan 1949 FUROSHIKI 

 This FUROSHIKI (wrapping cloth) is 
now on sale in the ICU Alumni Association 
web-shop. The design selected from the 
Archives holdings is the Mitaka campus plan 
in 1949, drawn by Merrell Vories, a famous 
architect. 

Super water-repellent fabric can be used 
as an eco-bag, rain coat, and emergency 
water bucket.  
 
Size: 70 x 70cm 
Price: 3,500yen(tax incl.)  

 
ICU Alumni Shop 
https://shop.icualumni.com/items/64412806 

 
 
◎ 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 

 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 

 Since this April, The ICU Archives received more than forty inquiries about 

the university history and other topics. We think that we could be more active 

to support ICU in all scenes as its data & information center. Please provide 

the materials that might be the historical assets and/or ask us when you are 

looking for any evidences of past ICU activities. 

 

July 13, 2022 

ICU Archives (ICU Library) 

icuarchives@icu.ac.jp 

https://shop.icualumni.com/items/64412806

