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■１ 献学前の貴重な動画を発見！ 

■２ 幕末～明治期の大沢の地図 

■３ 写真で見る ICU の歴史 #014 

◎  探しています 

◎  編集後記

 

■１ 献学前の貴重な動画を発見！  

  

 

 開学前の三鷹キャンパス予定地を撮影した大変貴重なカラーフィルムが見つかりました。

中島飛行機が残した本館・ハンガー（格納庫）・工場・泰山荘などが映っています。以下の

リンクからご覧ください（冒頭に TV コマーシャル(?)、後半は東京大学での撮影になって

います）。 

 

JAPAN’S ICU as it was in 1950 

https://www-lib.icu.ac.jp/Archives/ICUin1950/ICUin1950.mp4 
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■２ 幕末～明治期の大沢の地図 

先日、小生が講師を務めた某歴史講座の参加者から、大変貴重な江戸末期から明治初期の

ものと思われる大沢地区の絵地図を寄贈いただきました。土地調査のために作成された図

と考えられます。この方は新選組局長だった近藤勇の実家、宮川家の遠戚にあたる方で

す。近くデジタル化して ICU アーカイブズウェブサイトでお披露目できると思います。し

ばらくお待ちください。 

 

■３ 写真で見る ICU の歴史 #014 

Weekly GIANTS 部室（1997 年） 

https://www-lib.icu.ac.jp/Archives/Newsletter/img/037.jpg 

旧 D 館時代の Weekly GIANTS 部室

（1997 年）です。机上に並ぶフロッピ

ーディスクが時代を感じさせますね。

使用している機器はモニタ部分の厚さ

からしてこの時代としてはかなり年代

物のワープロのようですね。調べたの

ですが機種は確定できませんでした。

前年に登場して爆発的ブームとなった

ポケモンのキャラも見られます。 

 

◎ 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 

 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 

 先日、たましん地域文化財団主催の多摩の歴史講座にて「三鷹市大沢地区の歴史を古

写真で考える」と題した講演をしてまいりました。そこでお会いした方々とのご縁で、

三鷹、大沢近辺の歴史に関する情報が充実しつつあります。アーカイブズも大学にとど

まらず関連情報を地域へ還元できるようにしていきたいと思います。 

 

2022 年 12 月 9 日発行 ICU アーカイブズ（ICU 図書館内） 

icuarchives@icu.ac.jp 
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■1 Rare Footage of ICU in 1950 

 
The Mitaka campus in 1950, before ICU foundation was recorded in the color 
film. The heritage of Nakajima Aircraft Company, i.e. Honkan, Hanger, 
Factory, and Taizanso can be seen in this film. Please watch it from the 

following link to the ICU Archives website. (The first part seems to be some 
TV commercial animation. The latter part is taken at the Tokyo University.)  

JAPAN’S ICU as it was in 1950 

https://www-lib.icu.ac.jp/Archives/ICUin1950/ICUin1950.mp4 

https://www-lib.icu.ac.jp/Archives/ICUin1950/ICUin1950.mp4
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■２ Osawa Map from 19th Century  

We received a donation from a local resident, the maps of the Osawa area 
drawn in mid-19th century. It is presumed that the map was used for the land 
survey. The donor is a descendant from the Miyagawa family famous for 
Isami Kondo, the samurai leader of Shinsengumi. We will digitize and upload 
the map to the ICU Archives website soon.  
 

■3 Historical Images of ICU #014 

Weekly GIANTS Members (1997) 

https://www-lib.icu.ac.jp/Archives/Newsletter/img/037.jpg 

The Weekly GIANTS editors in 
the older Diffendorfer Memorial 

Hall in 1997. The floppy disc was 
one of the great inventions until 
that time. Look at the lap-top 

word processors used in this 
picture. They have an inch-thick 
monitors! I tried to search which 
models they are but could not 
identify them. Pokemon was born 
a year before this photo was taken. 

 
◎ 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 

 The editor recently gave a presentation about the history of the Osawa area, 

at the Tamashin Historical Lectures. Some of the participants kindly offered 

valuable materials and information about the Mitaka and Osawa area. The ICU 

Archives might well be the information center of the local history beside the 

University one. 
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