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■１ 我が心のメディア 

■２ テクストの快楽 

■３ ICU が大学である証拠 

■４ 写真で見る ICU の歴史 #010 

◎  探しています 

◎  編集後記

 

■１ 我が心のメディア 

 アーカイブズには、今では使われなくなった古いメ

ディアに保存された資料がありますので、それらを再

生できるプレイヤーを用意しています。先日学修・教

育センターのHさんから新たな古い(？)プレイヤーが

寄贈され、再生環境がさらに充実しました。現在再生

できるメディアは以下のとおりです。 

 レコード 

 カセットテープ 

 MD 

 LD 

 CD 

 DVD 

 VHS ビデオ 

 Beta ビデオ 

 Hi8 ビデオ 

 DAT 

 オープンリール

テープ 

 

■２ テクストの快楽 

アーカイブズ所蔵の Smith-Corona 社製電動

タイプライターです。アメリカ研究の大家、故齋

藤眞先生が東京大学時代から使用していたもの

です。アームの先の活字がパシッ、パシッとイン

クリボンの上から勢いよく紙面にたたきつけら

れることで印字されます。ワープロ、パソコンの

登場以来失われたタイピングする快感を味わえ

る逸品です(動作の様子は下記動画で確認でき

ます)。 

 

Smith-Corona 社製 ELECTRA 110 電動タイプライター動作動画(音が出ます) 

https://www-lib.icu.ac.jp/Archives/Newsletter/img/030.mp4 
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■３ ICU が大学である証拠 

ICU にとって最も貴重な資料（？）が、総務グルー

プからアーカイブズに移管されました。1952 年 3 月 23

日付け、文部省から送られてきた国際基督教大学の設

置認可の通知書です。この一枚の紙にたどり着くまで

に、どれほど多くの人たちの献身と努力が注ぎ込まれ

たかを思うと、身が引き締まる思いです。ICU 設立ま

での道のりは、歴史ドラマと言っていいほどのもので

す。C.W.アイグルハート著『国際基督教大学創立史』

をご入用の方はアーカイブズまでご連絡ください。し

かしこの通知書、補強のためでしょうか、周りに貼られ

たセロハンテープが変質しており、かえって保存状態

を悪くしています。誰がやったのでしょうか？ 

 

■４ 写真で見る ICU の歴史 #010 

大学食堂（1998 年） 

https://www-lib.icu.ac.jp/Archives/Newsletter/img/027.jpg 

1998年の旧大学食堂(ガッキ)内

を撮影した写真です。開学間も

ない 1955 年、メリル・ヴォーリ

ズの設計で建てられた食堂は 2

年後に両翼が拡張されてこのよ

うな姿になりました。レセプシ

ョン他多くのイベントにも使用

され親しまれてきましたが、

2008 年、ダイアログハウスの建

設とともに解体されました。東

端にあった別室、イーストルー

ムは初期にはふすまで仕切られたステージでした。西端に設置されていたスレートの暖炉

は現在モニュメントとして新食堂内に残されています。屋根に合わせて緩やかに傾斜させ

た天井は林間の山小屋風の演出ですね。ここに来るといつも自然に包まれる気分がしてい

たのはそのためだったのかと、今頃ヴォーリズの計らいに気づきました。 

 

◎ 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）。 

 

https://www-lib.icu.ac.jp/Archives/Newsletter/img/027.jpg
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 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 

 ことしも花粉の季節に突入し、他の多くの人同様アレルギーのある編者も薬でしのい

でいますが、今年は気のせいか症状が軽い気がします。どうやら、年齢とともにアレル

ギー反応が穏やかになるらしく、単純に喜べない感じです… 

 

2021 年 3 月 8 日発行 

ICU アーカイブズ（ICU 図書館内） 

icuarchives@icu.ac.jp 
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■1 Media on My Mind 

There are several archival holdings in the 

now obsolete media in our storage. We are 

obliged to keep the environment where those 

media can be played back. Recently, Mr. H 

at the Center for Teaching and Learning 

kindly donated some new old (?) media 

players to the Archives. We are now 

equipped with the following media players. 

 

 LP Records 

 Cassette Tapes 

 Mini Discs 

 Laser Discs 

 Compact Discs 

 DVD videos 

 VHS videos 

 Beta videos 

 Video 8 

 Digital Audio 

Tapes 

 Open Reel Tapes 

 

■2 The Pleasure of the Text Typing 

This is the typewriter which late professor, 

Dr. Makoto Saito, an eminent scholar in 

American Studies, owned from his early 

days at the Tokyo University before he 

came to ICU. The type hammers strike the 

ink ribbon and the paper with that brisk 

action and the sound. You will be 

reminded the pleasure we have lost as the 

word-processors and the PC drove out the 
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machines from our desks (Check the movie to see how it works.) 

 

It works! : Smith-Corona ELECTRA 110 movie (with sound) 

https://www-lib.icu.ac.jp/Archives/Newsletter/img/030.mp4 

 

■3 The Proof of ICU 

  This one could be the most valuable asset to our 

Archives. The official notification of the approval 

for the establishment of International Christian 

University by Monbu-sho dated March 23, 1952. 

I cannot help thinking of the dedication and the 

effort put by a lot of people for acquiring this 

piece of paper. The history of the ICU foundation 

is very unique and dramatic. You can find in our 

Library shelf, C.W. Iglehart’s “International 

Christian University: An Adventure in Christian 

Higher Education in Japan” that tells us how the ICU founders brought their 

dreams into reality in post-war Japan. 

 

■4 Historical Images of ICU #010 

The University Dining Hall (1998) 

https://www-lib.icu.ac.jp/Archives/Newsletter/img/027.jpg 

The ICU University Dining Hall was 

designed and built by a famous architect, 

Merrill Vories in 1955. Two years after, 

the expansion took place in both 

direction having made the space seen 

on the left photograph, that some of us 

still remember. The building was 

demolished in 2008 and the Dialogue 

House was constructed on the same site. 

The East Room, the small party room 

on the east end of the hall was originally a stage with Fusuma screen. On the other end of 

the hall was a fireplace made with slates, now installed as a monument in the present 

Dining Hall. The slanted ceiling in parallel to the roof gave the place a mountain cabin 

https://www-lib.icu.ac.jp/Archives/Newsletter/img/030.mp4
https://www-lib.icu.ac.jp/Archives/Newsletter/img/027.jpg
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like atomosphere. It must have been Vories’ idea to maximize the advantage of the 

surrounding natural environment. 

 

◎ 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 

 

◎ Editor’s Note 

 The annoying pollen season has come. For the editor, the allergy medicines 

are working well so far. In fact, the symptoms seems fairly milder this year. 

What? Did you say that it gets milder AS WE GET OLD?  

 

March 8, 2021 

ICU Archives (ICU Library) 

icuarchives@icu.ac.jp 


