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■１ 昔々、あるところに 

「昔々、あるところに…」 

「昔っていつ？ あるところってどこ？」 

「それが分かったら面白くないでしょ？」 

「面白くなくていい。事実が知りたい。」 

 そんな史実にこだわる時代考証候補生

のあなたには住宅地図がオススメです。い

つだれがどこに住んでいたか、まさに市民

生活の歴史的アーカイブズともいえる「ゼ

ンリンの住宅地図」。ICU アーカイブズでは三鷹市、武蔵野市ほか近隣の地図を集めていま

す。過去の住宅地図を入手するのは簡単ではありません。そもそも大型で高額のため、個人

で購入することがないうえ、神保町などの古書店でも取り扱いはほとんどありません。主な

購入者である公共施設や店舗も、新しい版を買うと古い版は廃棄してしまいます。アーカイ

ブズには新旧併せて約 30 冊分の三鷹市および近接市の地図を所蔵しています。確かめたい

情報がある方はお問い合わせください。 

 

■２ カーテンコール！ 

 ディッフェンドルファー記念館東館で使われて

いたオーディトリアム(講堂)の緞帳の一部が D 館

から ICU アーカイブズに移管されました。全国の

有名舞台の緞帳を手掛けている川島織物社製で、

銀糸の中に金糸で幾何学的な木の葉模様が浮き出

すように配列されています。紺色の I.C.U.のロゴは

舞台に向かって左上の部分にあったものです。 
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■３ 写真で見る ICU の歴史 #009 

卒業式（1957 年） 

https://www-lib.icu.ac.jp/Archives/Newsletter/img/026.jpg 

1957 年 3 月 21 日、ICU 第 1 期生の卒業式当

日に撮影された写真です。丸い窓のある教会を

覚えているのは、1960 年の改修以前の大学初

期にいた方だけでしょう。讃美歌を歌っている

ように見えますが、写真の裏には Planting 

Memorial Tree と書かれており、記念植樹が

行われたことが分かります。しかし写真に木は

写っておらず、現在もここに木はありません。

どこか移植されたのでしょう？ 不明です。 

 

◎ 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 

 タイワークキャンプ報告書 2004 以降 

 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 

 

◎ 編集後記 

 住宅地図を見ていると驚かされることがあります。かつて泰山荘内の建物は、母屋を

はじめ住宅として利用されていたようですが、あの一畳敷/高風居にも某教員が住んで

いたことになっています。本当でしょうか？ 

 

2021 年 2 月 10 日発行 

ICU アーカイブズ（ICU 図書館内） 

icuarchives@icu.ac.jp 

←探していた DESIDERATA（イヤー

ブック） 1984 年、D 館事務室さま 

より寄贈いただきました！ ありがと

うございます。 

https://www-lib.icu.ac.jp/Archives/Newsletter/img/026.jpg
mailto:icuarchives@icu.ac.jp
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■1 A Long Time Ago  

 “A Long time ago, in a small village... ” 

“When was this? Where was that village?” 

“Uh... Those are not the points of the story, you 

know?” 

“Yes, but all I want is the fact.” 

For those of you who are always seeking for the 

truth in history, I would recommend the Zenrin’s residential maps. They can tell you who 

lived where at a certain time in the past. The ICU Archives holds about 30 maps of Mitaka-

Musashino area from 1970’s. If there are anything you want to check, please ask the 

Archives. 

 

■2 Curtain Call! 

  The photo shows a part of the old drop curtain 

used for the D-kan auditorium. It was once lost, 

recently found in the D-kan storage, and sent for the 

Archives collections. The product by the famous 

Kawashima Textile Manufacturers is ornamented 

with gold and silver strings. The ICU logo was 

sewed on the top left-hand side corner. 

  

 

 

■3 Historical Images of ICU #009 

After the Commencement (1957) 

https://www-lib.icu.ac.jp/Archives/Newsletter/img/026.jpg 

https://www-lib.icu.ac.jp/Archives/Newsletter/img/026.jpg
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The shot captured the first ICU 

graduates after the commencement on 

March 21, 1957. The chapel with a rose 

window was there only for several years, 

until it was rebuilt in 1960. The singing 

students are having a little ceremony for 

planting a memorial tree, as it says on 

the back of the photo. Funny, we do not 

see a tree in the photo nor at the site 

now. It must have been moved to some 

other place. 

 

◎ 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 

 Thai Work camp report, 2004 and after 

 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 

 

We would like to say thank you to the D-kan office for donating the 

DESIDERATA 1984 to the Archive. Now we have all issues of them in our 

shelf. 

 

 

 

◎ Editor’s Note 

 The residential maps sometimes tell us quite astonishing facts. The buildings in the 

Taizan-so, in ICU’s early days, were used for the staff residence. I could even see 

someone’s name in that precious Ichi-jo-jiki!? 

 

February 10, 2021 

ICU Archives (ICU Library) 

icuarchives@icu.ac.jp 


